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新撰邑ス和辭典冷
亡な（クロース裝J六V © •迂斜四殘女上毀（革裝）ハ十昱・送も六徴

ス
は エス和辭典屮最良なるものとして定評ある本書はすで 

に五十版に達し我が國エスペラント連動史上に燦然沧 

る金字塔を築きあげた。型はポケットに忍ばすに適す 

<3小型であるが，語聚は最新のものに到るまで收迎し 

て最も豊富であノ 譯語は最も正確である。

語彙最新 

譯語正確 

印刷鮮明 

携帶至便

內容最大 

典據明白 

製本堅牢 

價格至廉

見出詔約-ヒ萬;各種專P9語，聚斬詰闕邳 

携帶に至便なコンサイス型（7.5 x15 cm） 
二段組,一段〇7行 總紙數82!口 

優美で，堅牢な革表紙,浦洒な金文ら入 

薄手で,優秀なユニオンB印2G听紙使用 

鮮明無比な母新技術による寫眞凸版印刷 

普通語彙074兀人名,地名，星座名VO頁 

和文エス薛その他H常必要な附錄50巨 

定價二圜五十錢•送料六錢
內容見本入詳細な說切書も巾込次第送呈

蹶日本エスペラント學會
東京市本鄕區元叮一丁目韻瑟艦專



エスペラント講習會

1月から1938年度第1囘の講習會を開きます。初等. 中等の兩

科で,講師には,同時に,交換學生としてパリに留學,その間ヨオ 

ロッパ各國でエスペラントを實用し,乙れを磨いて來られた，江

丘上，宮城兩氏が轡を並べて,乙れにあたられる乙とにな5ました。

初等科

期間 

摘師 

資格

中等科

期間: 

聲師:

ABCの議み方からはじめ，文法一般におよび,簡易な讀ひ物の課讀 

□常會話の指浮にいたる。

1月18日から3月19日まで 時日：火,土干後7時から9時まで 

宮城音紳氏 • • 敎材:エスペラント短期講習書（20錢）

男女を問はず,ロオマ字を解するもの

初等程度の文法一般に通じたものに，やゝ程度の高い誠次物を中心と 

して,中等の文法知識,作文，會話の技術を與へる。

1月17日から3月17日まで 時日:月,木午後7時から9時まで

江上不二夫氏 敦材:文藝讀木「北歐篇」C30錢）

他に「エスペラント」1,2,3,4月號

會費:各科とも全期3圓前納（學會會員は2圓5J錢）

申込:開講前日までに下記あて巾込みのこと。（ただし,兪費は開講當 

日持參されてもよろしい）。 ・

財團法人日本エスペラント學會

- 本鄕元町1の13（市電元町下車文化アパート橫入）

1938年海外雜誌豫約募集 ISAE會員募集

HEROLDO DE ESPERANTO
半ヶ年分6囿75錢

!ヶ年分は取扱はず

LITERATURA MONDO
特價交涉中C大體5-6 
圓前後の見込み）

SCIENCA GAZETO
1年分特價2 131 

その他の海外雜誌は,今年は取扱ひません。. 

申込所:財團法人日本エスペラント學

東京市本鄕元町・振替束京1132う

Internacia Scienca Asocio の會費 
拂込みは今年は學會で取扱は步,下 

記で取扱ひます。申込は必ず下記へ

會費1年分3 •學生およぴ

特に事情ある人は2 ®10
申込所:日本科學エスペラント協會 

名古屋市昭和甌北原町!-73 
振替名古屋23554

但し Bulteno de ISAE 見本〔1部 30 
錢）は直接に學會あて巾込みのこと。



エスペラント

LA REVUO ORIENTA
• Februaro 1938 •

表紙:クラクフ聖マリア敎會の彫刻

□ 繪:La skiado «El la sezonoj de 

Japanujo »

扉:久保貞次郞:大きな損失

S. Kubo: Grava perdo

LA ENHAVO ・ 戸費曙（瀰

Lingva Studo

T. Sasaki: Studo pri la verbo '' Timi n................................16
佐々佑城・動詞“ Timi ”の硏究 ハ 进べ

Populara Scienco
Dr. II. Asada: Cu ABO-sistemaj sangtipoj rilatas al la

homaj temperamentoj ?....................... ・.............................. 9
注出一・ABO式血液型と性洛の問題 し|

F. Egami: Nutra valoro de Alkoholo................................. 14
江上不二夫•アルコオルの榮養借値

Dr. H. Ueda: 9.25 eksploda disenterio en Oo muta ........... 12
植田半次:九•二五爆發赤痢」’ 戒*  ?H制

Lernigo

小坂狷二•前置詞略解-PER ...................  36
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岡本好次:Disde, Ekde, Far 等 ..........................34
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“ DE ”

Movado

伊藤己酉三譯・學校とエスペラント........................27
Traduko el la raportoj de Internacia Esp. Konferenco, Parizo

磯部幸子:Feodor A. Postnikov氏のことども ................... 19
Yuki Isobe : S-ro F. A. Postnikov, pionira rusa samideano en

Usono

Libertempa Legaĵo :总ア热
Filmrakonto—Jenny................................................................ 2

映畫物語•ジェニイの家 'ポ・

池川淸•小パリBruselo ..........................  24
K. Ike^aŭa : Bruselo, Et-Parizo

Ŝtopaĵoj

和文エス課募集 ................................................ 18
Kroniko
LA REVUO ORIENTA:  ..........................................39

ムソリイニ政府エスベラント放送陣强化-各地ザメンホフ祭の集りー 

各地運動'伏況-新聞雜誌とエスペラント・個人消息

本鄕だより• Redakciaj vortoj .........................................46



Foto de Masaj i IMAIZUMl^ Tokio

EL LA SEZONOJ DE JAP AN UJO: —LA SKIADO 

estas unu el p pularaj vintrosportcj ankaŭ en Japanujo 

nuntempe. La foto montras la aspekton de la bone 

vizitata skiejo monto Zaoo, Jamagata. La loko estas 

tame konata ankaŭ pro ĝia arboglacioarboj neĝ- 

kovrite glaciigitaj.



GAUMONT FRANCO

JENNY
de

Marcel Carne

Jenny   ..... FRAN901SE ROSAゝ

Lucien •• • ......ALBERT PREJEAN

Danielle . .........

Benoit ..... .....

En malvarma 
nokto de Lon
dono en la ne- 
b u 1 o — ĉe 1 a 
enirejo de la 
kuliso de iu 
teatro staras 
juna sinjoro. Li 
atendas la bela n 
Danielle, kiu ĵus 
finis sian solon

…Lisette Lanvin 

…Charles VANEL

寒い。

夜。

入口。 

樂屋。 

劇場。

待つ。

獨唱。

en tiu vespero.
Kiam la juna kantistino elvenas, li alpaŝas ŝin kaj petas, 

ke ŝi konsentu rompi la promeson de geedziĝo. Li diras, 
ke la rezultato de esploro farita de lia patro pri ŝia 
patrino ne estas favora.

Pro la neatencHta ofendo Danielle ne povas trovi vorton 
rediri sed estante Aerplena, ŝi tuj konsentas la proponon.

Si decidas reiri al Parizo, kie la patrino logas. Tio 
estas por la unua fojo de ses jaroj.

XXX

—Danielle revenas!
La koro de Jenny, kiu ricevis de sia filino la neatenditan 

telegramon, saltas pro ĝojo, sed samtempe ŝi sentas sin 
konfuzita.

Cu Jenny, kiu perdis sian edzon antaŭ ses jaroj, povus 
per modesta heredaĵo sendi sian filinon al Lon dono por la 
studo de la muzikarto ? Ŝi malfermis kabareton per helpo 
de Ben〇让.

しa Domo de Jenny "—per tiu nomo ŝia kabareto estas 
konata de la parizaj diboĉuloj. Ĝi estas plaĉe konforma

筲
歌唸。出て來る〇 

步みよる。

同意せよ。破る6 

約朿。結婚:， 

結果。調査。

思はしい。

思ひがけぬ。侮辱か 

云ひかへす。誇り 

に滿ちた。申し出6 

決心した。前る。 

住む。

歸って來る。 

受取る。娘。 

電報。跳る。喜び。 

同時に〇感じるd 

混惑した〇 

失った。夫。 

僅少の。遺產。・ 

送る。

硏究。昔樂の技。 

開いた。キャパレ。 

助力。

家。知られる。バ 

リの。遊蕩兒。氣 

に入って。適ふ。
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趣味d繁盛の。 

偶然。救ふ。 

自轉車選手。

愛しはじめる。傾 

ける。可能。按る。 

歡心。贈物。費す。 

導く。財政上の。 

闲難。他方。おそ 

れ。捨て去る。騒 

リたてる。不斷の。 

不安。

共同經營者。 

愉快。現れた。 

命じた。手下。せ 

むし。單喙駱駝。 

務力する。ひきは 

なす。

まじめな。質朴な。 

靑年。づるづると。 

ひきこまれる。情 

熱。初める。いく 

ちない。養はれる。 

現實の。
•情況。

借りた。部屋。髙 

雅な。アパート〇 

迎へるC •告□する。 

職業。單に。

レストラン。 

ナイトクラブ。

彿曉。

疑ひ出す。振舞。 

訪れる。

•いはゆる。おもし 

ろい〇

al ilia gusto, kaj pro tio ĉiam estas prospera-
Jenny pro hazardo savis junan bicikliston nomatan 

Lucien, kaj ŝi baldaŭ ekamis lin. Ŝi eluzis sian eblon 
por akiri lian plaĉon. Pro donacoj al li, ŝi elspezis multon.

Tia vivo kondukis Jenny al financa malfacileco, kaj 
aliflanke, la timo, ĉu la amato multe plijuna ol ŝi Qe for
lasus ŝin, pelis ŝin al konstanta maltrankvi^).

Al Eeno让，la kunadministranto de Jenny, kiu amas ŝin 
en sia koro, ne estas agrable, ke la juna viro aperis antaŭ 
ŝin. Li ordonis al sia subulo, ĝibulo, nomata u dromedaro 
ke li klopodu apartigi ilin.

Lucien estas serioza kaj simplanima junulo, kaj li sen
reziste enlogita en la pasion de Jenny, baldaŭ komencis 
senti sin malbrava, ke li estas vivtenata de virino. La 
timo de Jenny fariĝas pli kaj pli reala.

Ĝuste en tia situacio Jenny trovis sin, kiam ŝi ricevis 
la telegramon de sia filino.

X X X
Jenny tuj luis ĉambron en eleganta apartamento por 

akcepti sian filinon. Ŝi ne konfesas al la filino sian pro
fesion, ŝi simple diras, ke ŝi havas restoracion.

Ĉiun vesperon Jenny iras al sia vesperk u n ve n ej o kaj ne 
revenas ĝis la tagiĝo.

Danielle eksuspektis la konduton de sia patrino, kaj fine 
ŝi vizitas iun nokton la domon de Jenny. ゝ

La didta " plej interesa domo en la tuta Parizo n estas
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utopio de vino, muziko kaj volupto, kie oni trovas multajn 
dense pudr让ajn virinojn.

Danielle nun klare vidis, kial ŝia amo estis perdita. 
Rigardante sub la kurteno, ŝi vidis multajn virinojn, sen
tume kriantajn en la voluptaj brakoj de ebriuloj •…kaj 
inter ili eĉ la malbelan figuron de sia patrino, kiu ridaĉas 
kun pokalo en la mano.

Kiam ŝi staras konstern让a pro la tute neatendita sceno, 
al ŝi venis maljuna degenerulo kaj amindumas ŝin persiste. 
En ĝusta tempo pretere venas juna viro kaj ŝ：n savas. 
Li estas Lucien.

別天地。酒。音樂。 

愛慾。濃く 〇 

化粧した。

明かに。

眺めて。カーテン。 

官能的に。叫んで 

ゐる。腕。醉漢。 

姿。

杯。

仰天した。光景。. 

變質者。戯れる。 

しっこく 〇 

通りか' る。

Kiam li elsavis ŝin, li kondukis ŝin en aŭton-
—Kien mi eskortu vin ? ゝ

—Kien ajn, mi petas-
Danielle kompatas sin, kiu perdis sian fidon, kiam ŝi 

sentas en si ion similan al indigno kontraŭ la malbela 
konduto de la patrino, kion ŝi por la unua fojo subrigardis.

Ien ajn foriri! Ŝi traveturas kun Lucien la noktajn 
stratojn ĝis ekster la urbo-

Jam komenciĝis tagiĝi.
La du junaj koroj eksentas ion komunan unu en la alia.
Lucien, kiu deziras likvidi la malpuran rilaton kun 

Jenny ・・・ Danielle, kiu perdis Ia amon kaj nun estas perfid- 
让a de la patrino •…

Lucien hontas sian malnoblan vivon, kaj Danielle estas 
malĝoja pro sia soleca vivo. Sed neniu el ambaŭ parolas

救ひだす。自動車6 

お件する〇

憐む。信念。 

似た。憤り。 

のぞき見た。 

乘りまはす。 

街。

共通の。 

お互ひび中に。

淸莫する。不純の6

裏切られた。

恥じる。下等な。
悲しい。淋しい6
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存在。受難者。 

溫く。ふれた。

察する〇辛い。氣 

持。逢ふ。

每日。忘れる。靑 

春。去る。

驚かされた。

固執する。問ひ。 

秘密。胸。

許す。のぞきこむ：》 

氣のままに。

慰め。

傷けられた。

段

よ

め

小

。
論
—
ぐ
ど 

ま
た
ら
戀
と□

激
な
ひ

ち

ひ

辆ヵ。

絕忽した。去る。 

申込むc結婚する。

pri Jenny, kiu estas komuna ekzisto por la du suferantoj
Baldaŭ la koroj varme ektuŝis unu la alion. Ili ne 

povas konjekti la amaran senton de Jenny・ Ili vidas sin 
ĉiutage kaj forgesas ĉion pro ĝojo de la juneco. Kaj ili 
ambaŭ decidas foriri de Jenny.・

Jenny estis tute surprizata, kiam ŝia filino diris, ke ŝi 
volas ree iri al Londono. Kial ŝi devas forlasi la patrinon ? 
Sed Jenny ne persistas je la demando・

—Ĉiu homo havas sian sekreton ... Ankaŭ mian bruston 
mi lasas al neniu enrigardi.

—Laŭ via plaĉ〇. Nenion diru, sed nur iru.
Jenny vizitas Lucien por trovi tie konsolon por la vund

ita koro. Sed ankaŭ tie ŝi trovas, ke la koro de Lucien 
estas malvarma. Li havas en sia koro junan knabinon. 
Jenny estas malĝoja・ Tamen ŝi ne bezonas demandi, kiu 
ŝi esta s. Estas nur necese, ke ŝi rekonu Ia fakton, ke 
fine venis la t ago, kiu devis verii. Ŝi havas nenian rime
don ol sen helpe rezigni.

La novaj amato kaj amatino estas ekironta al Londono. 
Ĝuste en tiu tago Lucien disputas kun Benoit kaj '' dro
medaro n, kio kondukas al arda interbatiĝo kaj li estas 
grave vundita ĉe la kap〇.

XXX

Jenny, kiu perdis &on, plu ne havas energion labori 
kiel ĝis nun. Tute senesperigita ŝi decidas forveturi de 
Parizo・ Benoit proponas edziĝi kun ŝi. Ŝi tamen ne volas
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akcepti tiom
Kiam ŝi estas preparanta sin por la vojaĝo, oni informas, 

ke Lucien estas grave vund让a. Lucien ne povis pagi 
kurackoston kaj petis helpon al sia amiko. La amiko 
kaŝite venis al Jenny>

Jenny pruntas monon de Benoit kaj donas ĝin al li.
•X X X

Kiam Jenny vizitas Lucien en la hosp让alo, lia koro 
estas ankoraŭ malvarma- Li sciigas al ŝi, ke li havas 
junan amatinon. Kaj li eĉ montras al ŝi ŝian foton・

—Danielle!
Kia ironia sorto! Ŝi tiam ekvidas tra la fenestro, ke 

sia filino venas per la koridor〇. Jenny fariĝas pala kaj 
forlasas la ĉambron.

X X X -
En la koro de Jenny, kiu ĵus forlasis la hospitalon, 

vekiĝas vortoj iam auditaj-
—Kio ekiris, tio alvenos.
—Al tiuj estas plej bone resti en la fundo, kiuj jata estas 

en la fundo.
Tute senhelpa je la koro kaj je la korpo, ŝi haltigas 

taksion.
—Al la domo de Jenny. ゝ ・

—Jes, sinjorino, vi ordonas al la plej interesa domo en 
Parizo.

受諾する。

用してゐる。 

旅行。

報知する。拂ふ。 

盟療夷。友人。 

ひそかに。

借りる。

病院。

知らせる。

見せる。宜眞。

。窓 
運
る
く 

。
見
蒼 

な

と

〇  

肉
ら
下 

皮
ち®

目覺める。聞いた 

ことのわる。

出發した。 

到着する。

とどまる。底。

力ない〇とめる。 

タクシ。•ヽ

東和商小映ノH｝是供☆ゴ・モン•フタンコ映證☆マルセル・お木ル第一囘監昏「ジェニイの宜） 
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エスベラント 大^力、キ昌少 「▼戎を征するに戎衣を苗る▼英語
ノ 貝 國民を文化的に敌菜釣に征服するた

二月 號 めに英語を普及させるといふなら何の不思議もない▼だが

それは同じゃうに雨要性を持つ支那語,ドイツ語,マレー

••:語,蒙古語,ロシャ帮,:フランス語を同列に置いてしかる

• 上でいへる言葉ではないか▼英話は日本で考へるやうな世

界語ではない，世界語としてならエスペラントがあるはず

• ＜だ……▼英語が物の役に立たぬからといふので中泉の外國

・語廢止論を唱へる人がある▼實に飛んでも・ない時代鉛誤で 

伸びゆく日本國曳が外國語を輕んじてどうするか▼現行敎 

課目の英語時間を倍にしてもこれを外國語學習に當てなけ 

ればならぬ▼た¢それ英語のほかに外國語がないやうな現 

狀だけは速かに打破すべしだ▼英話も大いに必耍,支那語, 

ロシャ晤に至ってはむしろそれ以上に必要で法ることを認 

識すれば足る。」

これは大阪朝日新聞の「天聲人語」に 

現れた論であるが，英語をむやみに排斥 

しないで,英葫が日本で,餘り不當に重 

視されてゐることを非越してゐることは 

正しい。そして一方外國語を尊遠すべき 

ことを唱へてゐることも大いに立派な意 

見である。

それに加へて「I比界語としてならエス 

ベラントがある筈だ」と斷言してをるあ 

たりはよろしし、。まったくエスペラント 

は或際補助益として生れ,これから益々 

國際的關係の共通語として使はれるのだ 

から,誰でも學ばなければならない。し 

かし一方，英晤は勿論;のこと,支那語, 

ロシャ語,獨,佛,仞等の言語が，昔から 

夫々の蓄積した文明をもってゐて,今急 

にエスペラントだけで間に合ふといふ譯 

にも行かない。そこで人々の活耀する方 

面に從って，諸外國語を勉强することは 

結構なことだ。

ところで,人々はエスペラントはこの 

外凰:語學習にも實に葉睛しく役に立つも 

のであることを發見してゐるだらうか。

エスベラント語は容易な言葉であると 

一般に考へられてをり,又事實そうであ 

る〇しかしながら,曾てエスペラントが 

普及しない頃には,この事實さへ認めな 

い者があった。「露西亜に近きポーラン 

ド人ザー メンホフ或る他の世界語を發明 

せり，之をエスペラントC希望）と彼は名 

付けて,全く無條件にて江湖に義捐せり, 

其精神は眞•に釉讃するに餘りありとす, 

然し乍ら我輩はヴヲラブ-クにつきて言 

ひたる所を此エスペラントにつきても亦 

言はざる可らず——新語を作る位ならば 

ラテン語を以て世界語となした力がまし 

であるとの議論C维者註）ーー否な走をか 

けて言はざる可らざるをさへ覺ゆ。如何 

となĴればガントレット氏をして三日間に 

卒業色しめたりと稱する所,是れ頓て闲 

難の存する所なれば也,卽ち此語は兀臘 

拉甸'eの古語より伊,西,英，佛,獨の 

諸國語まで悉く縄羅して組立てたれば， 

此等の誌邦語に通ぜる人々よりされば, 

毫t學ばずして直ちに其囂味を曉り得べ 

けんこと疑なし,例へば

Johano vidis mian patron kaj lian 

amikon

ヨノ、ネは私の父と彼れの友人を見た 

aこ會った）

と云ふ句あらんに，誰か之を見て拉甸語 

と粗臘吾とを讀むの思をなさざらんや，
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其長處も此に在れば，短處も亦此に在る 

也，これが全瞪として初學者には英語を 

學ぶよりも幾暦借困難なることは，希 

語や拉甸•語を習ふの困難なるが如きの 

み。余威は此の一言を以てエスペラント 

を排斥し終るの權理を有す」C高橋五郞， 

萸學實驗百話,附比較世界語論）この著 

書は肛治40年10月 <1907年）に發行さ 

れたものであるとしても,事實を曲解す 

ることの甚だしいのには,私達はあきれ 

て笑ひ出すことであらう。「全證として 

初舉者に英語を學ぶよりも幾層借困難な 

る」ことを,Johano vidis mian patron・・・ 

の一句だけで推定されては0エスペラン 

トもかなわない。

しかLながらこの誤った推定を逆にひ 

っくりかへして,事實に照してみると, 

エスペラントを知ってをれば,英濁佛伊 

露は勿論のことギリシャ,ラテンでさへ 

もH較的容易に學び得るといふ,大きな 

特徵を發見するのである。しかもこれは 

推足でなく,科學的な就査の基礎の上に 

立つ,堂々たる事實である。

アメリカ,ニューヨーク,コロンビア 

大學の敎育凋査科と,心理學科の人々が 

敎育t?理學界でI比界の第一人者と云はれ 

る,ソーンダイク敎授の指海の下になし 

遂げた調査の結果は坏かしく,私達の前 

にホされてゐる〇卽ち『人丁・語Iを戛よ: 

ゝAに4って,如何に「自罗語］孙牺 

する上にを益が るかを實驗硏究した。 

その結果は1200頁を越える報吿書とな 

ってゐる。

澤山ある賓驗例の中で一っとり出して 

みよう。これはアメリカの生徒更女であ 

るから,英語を自凰語としてゐる場合で 

ある。

1） 學咬 Bancroft School

2） 第六多年を二組に別つ。第一年は， 

AクラスはエスペヲントをBはフ 

ランス語を學ぶ，第二年はA, B共

3)

フランス語を學ぶ・〇 Ĵ

その他の敎科目,敎師その他の條件 

はA, B阪組全く同じ。

生旌の年齡まヾ同じ。智能指

次の數字は各組の得た平均の點數。

4)

ACエス） B(佛)

1 英,語彙 3.2 7.7

第一年度］ 英，讀本 一 2.7 2.7

,フランス語 10.7 15.5

1 :英,語彙 9.1 8.4

第二年度'

［英,讚本
8.9 5.6

英語動詞 1.9 0.2

フランス語 20.5 6.0

これを見ると，自國語の學力は總和に 

於いてほじ同等。フランス語に於いては 

「エスペラント組」は10.7+20.5=31.2を 

得てをるのに反し,二年間フヲンス語ば 

かりを績けて來た組が15.5+6.0=21.5 

を獲得したにすぎない。力、うした結果は 

フランス語の代りにラテン詰を課した塢 

合詹同じである。特に注目すべきことは 

自國語の動罚の用法に勝れた成績を收め 

てゐることである。エスベラント文法は 

「萬國文法の基礎」と呼ばれてゐるだけあ 

って,世界の重要言語の根底的なものに 

共通性をもつ。アメリカの15｛驗は,英國 

の女學校に於いても行はれ,同樣の結果 

を得てをり,我が國でし正確な數字こ 

そあげられてをらぬが,英語の學習に工 

ス瓷學習が先行して，よい結果を得てゐ 

る。

こうしたエスペラントの敎育的價値の 

認識は,敎育の能率化が叫ばれ，無駄を 

排することが切實に必耍な，今日の時代 

に益々重要な意義がある。外國語敎育の 

必宴を認めれば認める程,その効果を最 

大ならしめる爲にも，エスペラントは, 

是非最初にとり上げられなけねばならな 

い。敎育界は重大であり,明瞭なこの事 

實を忘れてはゐないだらうか。

久保貞次



D-ro Hazime ASADA

Ĉu
la ABO-sistemaj sangtipoj

rilatas al la homaj temperamentoj
? <

OKAZE de la
jubilea j .

kongreso de la japanaj esperantistoj oni honorigis min per la peto, 
ke mi prelegu pri sangtipoj ĉe la universitat〇. Ĝeneralan aspekton 
de la sangtipoj mi jam skribis sur la Esperanto-Lernanto,n en la junia 
numero de la pasinta jaro. Pri la rilatoj inter sangtipoj kaj tempera
mentoj mi deziris detale prelegi, sed tempo mankis. Do mi nun volas 
kompletigi mian paroladon universitatan kaj la priskribon supre menciitan 
per ĉi-tiu mallonga artikolo.

Por facila komprenigo mi ripetos la hipotezon de prof. Furukawa jene: 
tiu kiu apartenas al A-tipo estas prudenta, hezitema, maldecidema, timema, 
pacienca ktp., tiu kiu apartenas al B-tipo estas decidema, malhezitema, 
kuraĝa ktp., tiu kiu apartenas al AB-tipo havas ambaŭ karakterojn de A 
kaj B samtempe, kaj fine tiu kiu apartenas al O-tipo estas kuraĝa, decidema» 
rnalhez itema, 
sentemaj ・

Ankaŭ li
tipuloj estas
t. e.卡-indikas la viglecon aŭ malviglecon

pacienca ktp. Alivorte 〇-tipuloj estas fortvolaj, la alitipuloj

opinias ke 〇・ kaj B・tipuloj estas aktivuloj 
pasivuloj. Ĉe iu societo aŭ grupo de homoj

kaj kaj AB- 
% da aktivuloj 
% da pasivuloj
Laŭ lia kalkulode la grupo

^p- de diversaj nacioj estas kiel jena:

angloj 1.53

francoj 1-16

japanoj 1.09

germanoj 1.04

norvegoj 0.85

skandinavoj 〇-89 

svedoj 0.96

javoj 

madagaska 

filipinanoj 

indoĉinoj

2.22

ranoj 2.25

2.33

2.38

ABO・sistemnj sangtipoj hezitema躊躇シガチノ sentema 感性的ナ

ABO式血液型 maldecidema グヅグヅシタ aktivulo 積極性ノ ノ、

temperamento 性質 pacienca忍耐ヅヨイ pasivulo 消極性ノ人

prelegi講義スル deci dema決斷リアル indiki表示スル

kompletigi補促スル malhezitema 果敢ナ vig eco 活躍性

hipotezo 假說 karaktero 性格 skandinavoスカンヂナヴィ

prudenta思慮アル fortvola意志的ナ ア人
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italoj 1.16 hindoj 2.64
rusoj 1.27 sumatranoj 2.66
ĉinoj 1.49 malajoj 5.37

t /O 75.9
乜2.0

A 21.7\

A
P

AB 0.4/
Nun ni vidas ke tiuj nacioj kies estas inter 1.00 kaj 1.58 estas aŭ

estis potencaj・ Tiuj kies estas sub 1.00 estas ne tre potencaj, kaj fine 
tiuj kies ĵ£ estas super 2.00 estas tute malpotencaj, malfacile kontroleblaj・ 

Tiu societo kiu ofte strikas, havas altnombran -p—. Tiu grupo kiu ofte 
'ミペf ・ヽ・ヽ・ • . Al ・十.…Ŝ虑^^venkas ĉe konkurso havas pli ol 1.00 da -p~.

Laŭ d-ro Ootuka-Tomonori ĉe karbominejo de Mibai Hokkaido, tiuj 
Akiuj servadis tre longe havis malpli ol1.0 da -p— kaj tiuj kiuj forlasis frue, 

havis pli ol1.0 da
Laŭ prof. Furukawa ĉe 47 kazoj de memmortigoj, kiuj okazis en diversaj

provincoj d己 Japanujo, la distribuo de sangtipoj estas kiel jena:
sangtipoj aktuala nombro procento

〇 8 17.07
A -31 65.96
B 5 10.64

AB 3
47 6.38

Ĉe tiu ĉi grupo -p— estas tiel malgranda kiel 0.3& t.e. ĝi indikas alt
gradan malviglecon de la grupo・

Ce 130 japanaj deputitoj laŭ d-rino Takeuti la distribuo de sangtipoj 
estas kiel jena.

potenca 强大 ノ

malfacile kontrolebla 統御シ 

ガタイ

striki罷業スル 

karbominejo 规鑛 

kazo場合,件

sangtipoj aktuala nombro procento

〇 36 27.7
A 43 33.1 A
B 37 .

28.5 €ー侦

AB 14
• 130 1.08

memmortigo 自殺 

distribuo 類別 

aktuala nombro 賓數 

deputito 代議土 

distingi區別 スノレ 

elemento 要素

javoジャワ人

madagaskaloマダガスカル 人 

indoĉinoインドシナ人 

hindoインド人 

sumatranoj スマトラ人 

malajoマレイ人
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Ĉe tiu ĉi grupo la multnombreco de B-tipuloj estas rimarkinda
Oni ofte demandas al mi jene: Kial oni povas distingigi la tempera

mentojn ? Ni havas ĉian temperamenton, ĉu ne?
Mi demandas al ili jene: Ni ĉiuj havas samajn elementojn ĉe vizaĝo, 

sed ni povas klare distingi individuon, ĉu ne? Ni povas beligi malbelan 
vizaĝon per tualetado. Nia korpo havas ftizan aŭ apopleksian habituson, 
sed ĝi ne bezonas malsaniĝi kiel nomite・ Ni havas ĉian tefrnperamenton 
kiel ĉian elementon de vizaĝo, sed kiel alteco de nazo, grandeco de okulo, 
delikateco de buŝo ktp. distingigas la vizaĝon, koleremo, hezitemo, timemo, 
kuraĝeco ktp. malsamigas individuojn. Tamen kiel la habituso ne estas 
ĉiam malsaniga, an kau la temperamento estas ne ĉiam firma, sed nur emo. 
Kiel tualetado ŝanĝas la vizaĝon, edukado, memkontrolo, cirkonstancoj ktp. 
povas ŝanĝi nian karakteron provizore aŭ preskaŭ eterne. Temperamento, 
kiu decidus sangtipon, ne estas fatala au destina, sed laŭvole korektebla： 
Kelkaj aŭtoroj neas ke interrilaton inter temperamento kaj sangtipo. Vere 
ĉe infanoj de elementaj lernejoj aŭ eĉ ĉe lernantoj au studentoj de pli altaj 
lernejoj oni ne povas konstati la rilaton, ĉar ni ankoraŭ ne povas scii tem- 
peramenton klare science.

Tiu kiu sin bone scias aŭ ĉiam sin retrospektivas povas diveni sian
sangtipon. Mi ofte spertas tiajn kazojn. Kelkafoje tute malgrava sintenado
de iu persono divenigas al ni lian sangtipon. Ni deziregas ke oni firme 
starigu la sciigilon de temperamentoj, kaj poste.ni studu sen antaujuĝo la
rilaton por jesi aŭ nei. Ankoraŭ por studi tian temon oni devas bone elekti 
la materialon. Ekzemple la sangtipa distribuo de la tuta soldataro, de 
laborantaro, de krimularo ktp. estas tute ne speciala, sed tiu de faka ler
tulan estas tre speciala. Mi havas multe da tiuj ekzemploj, sed ve, paper- 
blanko mankas. Se legantoj interesiĝus pri la temo kaj volus konsiliĝi,
skribu al mi private!

individuo 個人 

tualetado 化粧 

ftizo結核 

apopleksio 中風 

habituso 體質 

memkontrolo 自制

（淺E博士の御住所は:東京市世川谷區代田1の635）

provizore 臨時 

fatala連命的ナ 

destina宿命的ナ 

interrilato相互關係 

konstati檢證スル 

sin retrospektivi 反省スル

diveni推知スル・ 
malgrava 锻細ノ 

sintenado 振舞 

antaŭjuĝo先人觀 

temo問題 

konsiliĝi和談スル 

private私信デ
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D ro HANĴI UEDA-------- ' —

La 9.25 eksploda

En unu momento la urbo Oomuta enfalis en grandan konfuzon, 
kvazaŭ ĝi estus bombardata per aeratako, pro atako de disenteriaj 
bakterioj invadintaj tra Ia akvokondukilo el putego de tempo al tempo 
uzata, unu el la fontoputegoj; tie ili estis plimultiĝintaj^

La disenterio aperis unue ĉe infanoj, baldaŭ ankaŭ ĉe plenaĝuloj 
kaj en la dauro de 2 semajnoj la atakitaj personoj sume estis 12,332，la 
viktimoj (ĉefe infanoj) 60& Vere estis grandega katastrofo, oni nomis 
ĝin ''9.25 eksploda disenterio 1

La konfuzo venis ĉirkaŭ la krepusko de la 25a de sept. Ekkomencis 
sonori telefonoj de ĉiuj pediatrioj kaj internaj kuracistoj en la tuta urbo-

Tio ĉi estis petotelefonado, ke oni tuj vizitu 卩〇!*  sub让a malsano■ 
de lia infano. La kuracistoj vizitis kaj viziis la domojn de la pacientoj 
tra la nokt〇. Sed tre bedaŭrinde, ili ne povis rondviz让i eĉ trionon de 
la petintoj. 1 區

La sekvintan tagon, de la frumateno, tiuj, kiuj la lastan nokton ne 
dormante vane atendis petitan kuraciston, komencis alporti grave mal
sani ĝintajn karuletojn al la oficejo de Ia specialaj kuracistoj・

La atendejoj de la domo de tiuj kuracistoj baldaŭ fariĝis tro mal
granda por la vizitantoj,一Krioj de zorgantoj pro la konsterniĝo je 
konvulsio au agonio de iliaj etaj malsanuloj. Ploregoj de kompatindaj 
infanoj ĉe la ricevado de kuraco・ Paŝbruoj de flegistinoj kaj aliaja 
Lautaj voĉoj: Jen injekto! Jen klistero! Jen recepto! ktp. Ĉie la 
konsultkabineto estas plena de tumulto・

bombardi爆擊する 

aer-atako 空襲 

disenterio 赤痢 

bakterio 細菌 

invadi侵人する 

akvo'konduk'il'〇 水道 

fonto'put'eg'o 水源池

plen'aĝ/tiFo 托とな 

viktimo犧牲者 

eksplodi爆發する 

krepuskoたそがれ 

pediatrio小兒科醫 

interna kuraごist'〇 内科 

paciento 患者

rondoviziti廻診する 

speciala kuracisto 專門fi? 

konvulsio 痙孳 

agonio致死期の苦悶 

fleg,ist,in,〇 看護婦 

injekto 注 

klistero 灌腸
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disenterio en Oomuta

Jam en la tagmezo de tiu tago, pacientoj infanaj kaj kreskintaj 
interpuŝiĝis eĉ ĉe nespecialaj kuracistoj en la tuta urbo. Ce apotekoj 
kaj gracivendejoj, ĉie estis maso da aĉetantoj.

La aŭtoritatularoj gubernia kaj urba rapidis starigi rimedon per la 
nntauzorgo kontraŭ disenterio^ kaj, samtempe ili petis diversloken 
helpojn de multaj kuracistoj, kiuj venis grupe de la universitatoj de 
Fukuoka, Nagasaki, Kumamoto, Okajama, kaj Kioto kaj de Kiuŝiu-Isen. 
Kaj oni uzis provizore la 11 elementajn lernejojn kaj kelkajn domegojn, 
kiel infektajn hospitalojn, ĉe kiuj la alvenintaj kuracistoj havis siajn 
postenojn kaj vigle laboradis. Sed la hospitaloj ne povis akcepti eĉ 
duonon de la pacientoj. Pli ol duono do kuŝiĝante hejme restis en la 
mano de urbaj praktikistojn

En la kvara tago de la konfuzo, la cindrigejo brulis, sed feliĉe 
duone, pro senpaŭza uzado. Pro tio ĉirkaŭ 200 kadavroj estis lasitaj 
dum tri tagoj, ĝis ĝi estis refunkciigita.

Fine, post unu monato la diablo preskaŭ malaperis for kaj la urbo 
kvietiĝis.—Kaj nun, la komunumo Oomuta kuŝas sur la fundo de la 
malriĉego pro la grandega konsumo (pli ol 500,009 jenoj) por la n® 
atendita katastrofo.

Estus feliĉe por la homaro, se ĉi tiu malfeliĉega travivaĵo en 
Oomuta servus en la estonteco por la perfektigo de la sanitara ekipado 
de akvokondukilo, ne nur en Japanujo sed ankaŭ en la tuta mondo・ 

(La 3-an de nov.1937)

recepto處方箋 

konsulfkr.bineto 診祭室 

tumulto 騒擾 

apoteko 藥局 

graci>vendFej,〇 氷屋 

aŭtoritat,urar,〇 當局 

antaŭzorgo 豫防

infekta hospitalo 避病院 

posteno 持場 

praktikistoj 開業醫 

cindr,ig,ej,〇 火养場 

refunkcii 再び動く 

komuntmS自治體 

fundoどん底

konsumo 消費 

katastrofo 災禍 

tra,viv,aĵ,〇 體壕 

sanitara彳潇生 

ekipbdS 裝備
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FUĴIO EGAMI

Nutra Valoro de Alkoholo

Jam de la antaŭhistoria epoko en ĉiuj partoj ds la 
mondo oni uzadis alkoholaĵon kiel trinkaĵon ・ Tame n 〇 ni 
ne sciis, ĉu alkoholo estas vere bonega nutroŝtofo kiel 
unuj al ni asertas, aŭ tute kontraue, ĉu ĝi estas abo 
ninda veneno kiel la aliaj al ni insistas. Ĉar iliaj asertoj 
estis ĉiuj tute arbitraj kaj ne baziĝis sur vere sciencaj 
studoj ・

Lastatempe kelkaj scienculoj ekkomencis pli aŭ malpli 
sciencajn studojn pri tiu grava problem〇・ En nia lando 
P-ro U・ Suzuki kaj liaj kunlaborantoj trovis ke pura 
alkoholo povas anstataŭi amelon aŭ glikozon ĉe la kres
kado de blankaj ratoj dum sufiĉe longa tempo. Ankaŭ 
P-ro A. Bickel en Germanujo, P-ro E. M. P. Widmark en 
Svedujo ekinteresigis en tiu demando・

Tamen la plej ampleksa, la plej sistema kaj la plej 
atenta studo pri tiu p roblemo estas elfarita de klerega 
F-ino E. Le Breton de Strasburga Universitato en Francujo.

Antaŭ ol preze nti la rezultojn de ŝiaj studoj, mi devas 
doni iom da klarigo pri nutroŝtofoj・

Nutroŝtofoj povas esti dividataj en tri grupojn, nome
1) Substancoj kiuj konsistigas la korpan histon.
2) Substancoj kiuj donas energio n.
3) Substancoj kiuj kontrolas la vivan funkcio n.

Japanoj manĝas rizon, kies ĉefa komponanto estas 
amelo, kiu estas bonega nutroŝtofo de la dua grupo・ Ili 
manĝas ankaŭ proteidplenajn vegetajojn, iom da fiŝo kaj 
viando kiel la nutroŝtofon de la unua grupo. Al la tria 
grupo apartenas la tiel nomataj v让aminoj kiuj sin trovas 
ĝenerale en freŝaj manĝaĵoj kaj sen kiuj oni ne povas 
esti en bona sano.；

Estas memevidente ke alkoholo apartenas nek al la 
unua nek al la tria grupo・ Ĉar ĝi estas nek komponanto de 
la korpa histo nek absolute necesa substanco por nia sano.

アルコール飮料 

榮養索

獨斷的;科學的硏 

究

鈴木梅太郎 

協同研究者 

澱粉;葡萄糖

fi5成する
體組紬

生活機能

主成分

蛋自質に富んだ

ヴィタミン

自明の
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筋肉運動

«ffi

化學的合成

細胞の組成

溫血動物

推論する

誤解すろ

Do se ĝi povas esti nutroŝtofo, ĝi devas aparteni al la 
dua grupo.

F-ino Le Breton tre lerte pruvis ke la tuta energio? kiun 
alkoholo alportas, estas utiligata de superaj bestoj. Tial 
oni nun povas konsideri alkoholon kiel bonan nutroŝtofon 
de la dua grupo- Tamen tiu ĉi admirinda eltrovo ne 
kontentigis ŝin. Ŝi volis scii, kiel la energio, kiun alportas 
alkoholo, estas utiligata.

Cu ĝi povas utiliĝi por la muskola movado ?
Ĉu ĝi povas utiliĝi por teni la korpa n temperaturon 

kontraŭ la ekstera malvarmo ?
Au ĉu ĝi estas uzata kiel la energio necesa por 

realigi kemiajn sintezojn en la korpo au pli ĝenerale 
por teni la konstantecon de la ĉela konsisto ?

Kiel oni povas respondi al tiuj demandoj ? F-ino Le 
Breton opiniis, ke se alkoholo povas utiliĝi por la muskola 
movado, ĝia konsumo devas esti pli rapida ĉe la vigla 
korpa movado ol ĉe la korpa senmoveco. Ŝi efektive tre 
atente komparis la rapidecon de alkohola konsumo ĉe 
ambaŭ kondiĉoj kaj trovis ke la rapideco estas ĉiam la 
sama. Tial ŝi tre prave konkludis ke alkoholo ne utiliĝas 
por la muskola movado. Si ankaŭ montris ke la rapideco 
de alkohola konsumo ĉe varmsangaj bestoj estas tute 
sendependa de la ekstera temperaturo. Tio signifas ke la 
energio, kiun alkoholo al ni alportas, ne utiliĝas por teni 
la korpan temperaturon kontraŭ la ekstera malvarmo. 
Fine ŝi trovis ke la konsumo de alkoholo estas des pli 
rapida, ju pli viglaj estas kemiaj sintezoj en la korpo. Do 
oni povas dedukti de ŝiaj belaj studoj ke la tuta energio, 
kiun alkoholo alportas, estas utiligata de superaj bestoj, 
tamen nur por teni la konstantecon de ĉela konsi sto. Do 
oni prave povus diri ke alkoholo estas bona nutroŝtofo c；e 
la dua grupo, tamen ĝi malsuperas amelon aŭ sukeron, 
kiuj donas al ni energion utiligeblan por ĉiuj celoj・

En la fino mi sentas devon aldoni ke oni ne devas 
konfuzi alkoholon kaj alkoholaĵon. Ĉar alkoholaĵo en
havas krom alkoholo diversajn substancojn, pri kiuj oni ne 
scias ĉu ili estas nutraj au venenaj. Mi skribis ke alkoholo 
estas bona nutroŝtofo de la dua grupo, tamen mi petas 
vin ke vi ne miskomprenu ke mi rekomendis al vi la 
trinkadon de alkoholaĵo.
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T. SASAKI

STUDO PRI LA VERBO “TIMI”
Eaz 辻a sur 
Iŭaŝita-Indekso de Dek Tradukaĵoj de 乙

(2)

En la lasta numero ni vidis, ke iĝi en limiĝi ne iras en la normalajn 
kategoriojn difinitajn de la gramatikistoj. Kion do ĝi signifas ? Ni unue 
komparu ĝin kun ektimi kaj trovu d迁erencon se tia ekzistas. Jen la ek
zemploj de ektimi nur sep el la Dek Libroj, angla 1,germana 3, rusa 1 kaj 
pola 1. ゝ•瑟@

Ham 62-9 ke multaj el la glavoportantoj ektimis la anserajn plumojn 
kaj ne kuraĝis iri.

If 75-5 Mi ektimas! ヽ:「

Rabe 13-1 La bela Sara ektimis tiel, kiel ŝi ankoraŭ neniam en sia tuta 
vivo timis,

Rabi 20-6 Tial ini ne ektimas, kiam venas ekstremeco・
Rev 73-26 Kial vi tiel ektimis, sinjorino ?

-27 Ne, mi ne ektimis・
Mar 43-8 kvazaŭ ŝi subite ektimus pri ŝi,
Ĝenerala impreso, kiun ni ricevas trakurante ĉi tiujn ekzemplojn, estas 

ke ektimi emfazas komenciĝon pli forte ol timiĝi, dum la lasta pli akcentas 
staton, ne senmovan sed transiĝan, de timad〇・

Lci ekzameno de ĉiu vorto por ektimi en la originalaj verkoj alportus 
nialgrandan rezultaton nia esploro, ĉar unue ni ne scias ĉu Zamenhof 
ne uzis tiun aŭ alian vorton konsiderante pli la ĝeneralan kuntekston ol 
la vorton mem, kaj due ni ankaŭ ne povas certigi Ĉu Zamenhofa uzado de 
tiu speciala vorto restis senŝanĝa dum la tuta tempo.

Ni tamen provu sub ĉi tiu malfacila kondiĉo ekzameni la suprajn ek- 
zemplojn laŭ ĉiu originala teksto.

(1)Angla Teksto.
Ham 62-9 that many wearing rapiers are afraid of goose-quills, and 

dare sca re come th 让her- ' ；
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Ni vidas en la teksto nenian subitan ŝanĝon de la stato nek momentan 
agon. Kontraŭe ni vidas tie simplan prezencon timas. Eble Zamenhof legis 
inter linioj la signifon de komenciĝo kaj tradukis ĝin je ektimis.

(2) Germanaj Tekstoj-
If 75-5 Tch ershrecke!
Rabe 13-1 Die schdne Sara erschrak, wie sie noch nie in ihrem Leben 

erschrocken war,
Rabi 20-6 Darum lass ich miLs auch nicht bange sein, wenn，s
Estas interese noti, ke du el la tri ekzemploj donas erschrecken por 

ektimi kaj nenie aliloke kie aperas la vorto timi ĉi tiu germana verbo estas 
uzata. Kaj ni havas ĉi tie subitan ekhavon de la sentimento esprimata de 
ektimi. En la aliaj ekzemploj la verbo larĝe etendiĝas en diversajn formojn: 
fŭrchten If 12-3, 14-6, 31-28, 50-21, 81-9, 85-32, 86-5, 102-gO, Rabe 28-23, 25 
(haben Furcht), 31-2, Rabi 5-11, 12-8, 14-7, 8,16-21, 28-1, 30-21, 65-15, 73-12, 
74-8, 86-9; angsligen If 11-21, Rabe 15-10; bangen Rabi 60-14, 87-25; scheuen 
Rabi 26-19, 71-31;besorgten Rabi 65-16; zag" Rabi 134-8; ehren Rabi 44-28 
(107-16；; Sei ruhig If 14-4.

(3) Rusa Teksto. . :
Rev 73-26 Or^ero bbi TaK ncnyraincB
La vorto Hcnyran> havas la nuancon de subita surprizo. Oni povas 

preskaŭ diri ĉi tie : Ĉu vi surpriziĝis ? Ni do klare havas ĉi tie ^-senton. 
En aliaj ekzemploj por timi ni havas ĉefe 6ohtbch, kiu estas proksimsenca 
al la germana fŭrchten.

(4) Pola Teksto.
Mar 43-8 jakby sie 〇 nia nagle przelekta,
Ĉi tie ni renkontas ion tre interesan. La verbo przelekl^a por ektimi 

ankaŭ trovigas en la ekzemploj por limiĝi Mar 176-20, 205-27, sed ne en la 
aliaj ekzemploj, kie 〇^^-variaĵoj estas ĉefe uzataj.

Przelek^a estas laŭ mia kompreno emfazita formo de Zĉfe-verbo pere de la 
prefikso prze signifanta tute aŭ trae. Mi sentas ke ni havas ian ŝlosilon por 
ektimi kaj timigi en tiuj polaj ekzemploj. El la kuntekso de 43-8 ni povas 
juĝi ke Zamenhof uzis ektimi por akcenti subitan komenciĝon kaj el 176-20, 
205-27 limiĝi ni sentas pli da transiĝo en fortan timon.

Ni revenu por komparo al la rusa teksto por limiĝi Rev 61-24 kie estas 
uzata opo6en " perfekt-tempa formon de po6irn>, kiu havas la signifon mai- 
kuraĝe heziti, timeme sindeteni. Ĉi tie ni ankaŭ vidas ke limiĝi montras 
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transiĝon de animstato en embarasiĝon aŭ timon ol komencigon de la 
sentigo, kvankam tiri klaran linion inter ili estus tre malfacile.

La esploro laŭ la originalaj tekstoj, pri kies efikeco ni timis, nun finigis, 
kaj ni trovas ke la rezulto estas preskaŭ sama kiel nia unua impreso・ Por 
specialaj studantoj Fabeloj de Andersen provizas bonan referencon prf 
timiĝi, kies paĝliniojn mi donis lasttempe. Mi aldonas ĉi tie solan ekzem
plon el Fab I k II de ektiriĝi: Fab I 53-2〇. i . <

Por la nuna studo mi estas sub pezega ŝuldo al S-ro Masutaro Koniŝi, 
profunda lingvisto en la rusa lingvo kaj tre malnova amiko de Leo Tolstoi, 
al S-ro Rokusaburo Nieda, profesoro de filozofio kaj germana lingvo, kaj al 
S-ro Boleslaw Szczesniak de Ia Pola Ambasadorejo, Tokio-

KIEL ONI IMAGIS LA VIRINON DE LA 20-A JARCENTO
Paris-a gazeto demandis je la jar- 

centoturno1 siajn legantojn, kiel ili 

imagas la virinojn de la 20-a jarcento. 

Jen kelkaj respondoj el tiu tempo.

Francois Coppe, plej ŝatata poeto de 

tiu tempo en Francujo, skribis : »En 

la nuna momento en Paris laboras 

dudek kuracistinoj. Sed ili trovas nur 

malmultan klientaron. Sed mi ne 

povas imagi societon, en kiu la virinoj 

estos kuracistinoj kaj advokatinoj, ser- 

ĉantaj vivtenon sur la tramo aŭ du- 

rado.2 Mi vidas forlasitaj la infanojn, 

konfiditaj al la prizorgo de servistoj. 

Kaj pro tio mi deziras, ke la virino 

de la estonto, almenaŭ iom, similu al 

la virino de la hodiaŭa Eŭropo.^

Marchel Prevost, aŭtoro de multaj 

sukcesaj romanoj respondis : » La in

teligenteco de la virino de la 20-a 

jarcento kreskos kaj fortiĝos kaj per 

tio ankaŭ・ sia sento por sendependeco. 
Ŝi havas malpli da pasieco, sed ankaŭ

malpli da hontemo. Ŝi okupiĝos pri 

siaj personaj interesoj, estos egoista, 

sed sobre egoista, kio ne malhelpos 
daŭran simpation al iu viro. Ŝi havos 

malpli da ĉarmo, malpli da sorĉo，sed 

pli da certeco. Malpli da delikateco, 

pli da prudento.^ 「

Respondis ankaŭ simplaj homoj, el 

kiuj bakisto el la antaŭurbo Vincennes 

de Paris donis plej trafan respondon. 

Li diris: »La virino de Ia 20-a jar

cento ĉiam havos sian lokon Ĉe la 
flanko de sia edzo- Ŝi estos amata 

fianĉino, edzino, patrino. Komprene

ble ŝi ankaŭ devos akomod ĝi al sia 

tempo; kaj pro kio ne estus virineca 

gimnastiki ? Pro kio la virino ne 

ankaŭ fortigu sian spiriton kaj sciigu 

sian scion al la mondo ? La kreado 

zorgos pri tio, ke ŝi pro tio ne forgesu 

en si la patrinon.« (尺 W. V.)

El " Litertura Mondo''

1-世紀の替り目。2.自轉車。

和文エス譯問題
規定制凤A, B いづれか一方を擇んで 

應寡すること。C兩方へ應募したば 

あひはBの分を無効にする）。

氏名:誌上で”匿名は自由であるが，原稿に 

は必ず,住所氏名明記のこと。

用紙:ハカ'キまたはハガキと同じ型の紙。 

務切:2月5 □着便。

宛名:學會內【和文エス課」係。

問題A）エスペラントに反對の意見は 

. ' .一つとして反駁し去られない 

ものはない。 ・ゝf p、診

B）エスベラントの實用上の價値は之 

ゝ を讀み書きし得る人の數によって
九まる。 - 、 ^乃:
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磯部幸子

食

"• • ■了 A< c

1 1
Pioniro

Feodor A. Postnikov 氏
の

ここ€も

「アメリカには,日本のエスペラント 

運動にとても關係の深い人がゐるんで 

すが訪ねて下さる暇はないでせうかPJ
「誰?」

「ポストニコフといふ二葉亭にエスペ

日本最初のエスペラントの獨習書
☆ それは,明治文學史上に輝く大き 

な存在長谷川二葉亭の著した『世界語』であ 

る。この二葉亭にエスベラントを敎へた,わ 

れわれに因緣の淺からぬ帝攻ロシアの軍人が 

いま,太平洋の對岸に，つつまし A • 

く，その老後を養ってゐるといふ

單な拶挨狀を出發前に出したところが, 

San Franciscoへ着・い仁ら同氏から丁寧 

な返事が屆いてゐた。

ラントを敎へた人。」

「まあ,その人がアメリカに!」

こんな會話を學會で交したのは，去年

もう30年あまり前二葉亭にエス語を 

敎へた時から今日まで,日本のエスペラ 

ント運動に關する記事がgazetojなどに

の春の或日一私が最初の渡米をする少 

し前のことだった。

のってゐると,何時も異常な親しさと興 

味を以って,貪る樣に讀むのが常だった

二葉亭がロシャ人を通してエスペラン 

トを學んだこと,又彼の禪書が日本で出 

版された最初のエスペラント學習書であ 

るといふことなどは知って居たけれど, 

その二葉亭にエス語を敎へた人が今なほ 

健在で,しかも近々自分の行かうとして 

める大陸に住んでわようなどとは思ひも 

かけぬことなので,この事實は私を少か 

らず廉かせもしたし,又喜ばせてもくれ 

•た。

しカ、し,Postnikov氏の住んで居る 

.ArkansasのMenaといふ町は,私の旅 

程とは全然方向の違ふ仁め,どう都合し 

ても行けさうにもないので,訪問するこ 

2は初めから斷念してゐた。そして唯簡

けれど,その國力、らはるばるsamideano 
が來るといふ便bが私に與へた喜びは想 

像もつかないほど大きなものだった,恰 

度まだ會ったことのないnepoが速くか 

ら歸って來る樣ななつかしさが湧いて來 

る，どうにか都合をつけて是非訪ねては 

くれない忙らうか,用をすませてカ、ら,

我が家と思って暫く休息がてら滯在する 

樣に考へてみてくれないか・•••などと，

暖い好意のあふれた手紙だった。しかし

折角の好意にも應ぜずに,P氏と相會は

ざるまゝ

しまった。

私は秋の始めに日本へ って

勿論,歸國してからもずっと

文通は續けてわた。

昨年の秋，岩波書店から出版されると
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• Vladivostoka Espero 1901• 

前列左から2人目軍服姿がP氏 

いふ二葉亭全集に,出來る 

だけ多方而から書簡を集め 

て載せたいが,エスペラン 

トに關したもので,何か適 

當な・ものはないだらうか 

と，ある人を通しての話で， 

早速P氏に二葉亭の書簡が 

あったら拜借し仁いと問ひ 

合せてみた。と同時に,私 

自身も加ねがねP氏と二葉亭との交涉 

について尋ねたいとも思ってめたのでそ 

の旨も書添へておいた。

二念乍ら自分も現在の所に落ちつくま 

でに方々に移轉したので，二葉亭の手紙 

は皆散失してしまったが,彼と自分との 

ことなら喜んでお知らせしようとの返事 

そして，すぐ次便で長文の手紙と數葉の 

寫眞とが配達された。

昨年歸朝した時から,p氏のことに就 

いて何か書くようにと編棉者から依賴さ 

れながら，性來の怠慢さと,もう一つに 

は，エスペラントに關する限り未だ三歲 

の幼兒にも充たない樣な自分が，□本初 

期のエスペラント運動などに多少なりと 

も言及するのは,あまりにも厚顏しすぎ 

るといふ氣も手傳って,長い間約束を果 

さずに居た。とかくする中に再び太平洋 

を渡ってしまったので，約束を心にかけ 

ながらも，これ幸と怠けてゐた。しかし 

編輯者から再三の催促もあり,約束不履 

行のまゝ年を越すのもいやだと思ったの 

で，一年あまり前に受けとったp氏から 

の手紙と私の心覺えとを辿って，□本の

同志の間にあまbはっきりと知られてゐ 

ない同氏のことどもを書いてみることに 

きめた。

Postnikov氏は1872年の1月リト 

ソニャの Kovno-Kaunasに 生れ,後 

Petersburgに移り住みコザックの將校 

として同地に暮してゐた。1892年,ロシ 

ヤ最初のエスペラント團體"Espero"を 

組織して，その會長となった。この團體 

は1899年に同氏がVladivostokにおも 

むくまで,相當の勢力を廣く國內に持つ 

てゐ・たらしい。その後日露戰爭を機會に 

起った第一の革命のため,この協會の勢 

力は衰へ，革命後新に生れた（190?年》 

junulojを中心にした團體"Esperanto" 
が勢を得はじめた。翌年この二團體が合 

/Fされて‘‘ Ruslanda Ligo "となり,奇 

しくも同姓のA. A. Postnikov氏が會 

長の席に着いた。（この人は貴族の出で,. 

1911年オーストリヤに內通した廉で,時 

の官遞の手に捕へられてしまっだ。その 

ために,Ruslanda Ligoはやがて自然消 

滅をした。） • •

話を當のP氏のことに戾さう。P氏は
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Petersburg に居る間に，D-ro Zamen
hof を Warszawnに訪ね,博士の人格 

に接して,一層エスペラントに對する情 

熱を高められたらしく,:旣にその頃から 

最も露國に接近してめる外國,□本に，エ 

スペラントを普める必耍を痛感したとい 

ふ。當時の感想をP氏は書信に次の樣に 

述べてわる。 ・

"La ĉefa celo de Esperanto estis 
internacie faciligi rihfojn inter frem
duloj. La plej proksimaj fremduloj 
estis japanoj, tamen ili ne havis la 
lernolibron. Neniu el ni, rusaj Esp
erantistoj, estis taŭgaj skribi eĉ du 
liniojn japane. Rasanoj mokis je mia 
kredo ke japanoj estas eblaj aŭ dezir
indaj lemi Esperanton^

その頃日本にエスペラントを普及した 

いなどといふ考へは全く夢の様なもので 

他の人々の嘲笑を買ふに充分だったに違 

ひない。それから凡そ1〇年近く經って 

偶然二葉亭と相ひ知るに際して,P氏の 

夢は初めて實現への第一步を踏み出した 

彼は1899年にVladivostokに來住し, 

そこでmilita ingenieroをしてゐた傍,

同地のエスペラント協會會長として活躍

した。そして日露裁爭前,建築方面の技 

術の硏究や相談のため同氏の許へ屢々出 

ゝ入してめた日本人達を通して,東京で口

シャ語の敎授をしてゐたといふ二葉亭が 

同地に來訪してゐるときゝ,お互ひに交 

りを結ぶ樣になったといふ。それは明治

35年（1902年）の夏のこと。

この時，二葉亭は同氏宅で催された工 

スペラントの會合に數囘出席したが,直 

接にはAlfabetoの讀み方を敎はっただ 

けで歸途につき,ハルピン,旅順等を廻 

って,北京に暫く滯在した。その折未知 

の佛人から來たエス語の手紙に返事を書 

いたのが,自分にとって最初のエスベラ 

ント文だといふことは，彼の談話,「エス 

ベラントの話」の中にたしか載つてわた 

と思ふら

こゝに興味あるー•事は，P氏が翌年3 
月3日に，束京へ來て,二葉亭の家を訪 

ねたといふことである。

''Tie, sidante sur planko kovrita 
per matoj ni detale diskutis pri tra・ 
duko de Esperanto-rusa lerno-libro en 
japana lingvo kaj eldono de ĝi en 
formo taŭga por Japanujo^1
とP氏は書いてゐる。更に

"La salajro de profesoro en Japan・ 
ujo en tiama tempo estis malpli ol tio 
de amerika kaporalo・ Tial ni kon
sentis ke mi pagos ĉiujn elspezojn de 
eldono kaj li laboros senpage; la sek
vantan tagon mi alportis 50 dolarojn, 
kaj donis al li por necesaj elspezojn

このP氏の來訪は日本のエスペラン 

ティスト逹の間に全く知られてゐない様 

に見受けられる。なぜならば,日本の 

eminentaj samideanoj が kunlabor
antoj として,材料を提供したどきいて 

わる''Enciklopedio de Esperanto ''の 

Niponoの項に次の様な一節があったか 

ら〇

“ Estas atentinde, ke Postnikov, 
ruso, kvankam ne venis al Japanujo, 
estis unu el la patroj de nia movado, 
ĉar li instigis Hasega^ra Futabatei."

まして，加の「世界語」の出版に對し 

て,P氏が積極的に經濟上の援助をも惜 

しまなかったといふ挿話は，私達にとつ
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てー 興味深いことである。

もう一つ面白いのは,

1 Jam en 1894a jaro dum mia vizito 
de N agasaki、mi disdonis kelkajn 
ŝlosilojn en franca, angla, kaj rusa 
lingvoj al personoj sciintaj ĉi-tiujn 
lingvojn kaj japanan, tamen senrezul
tate ĝis la tempo kiam malriĉa kaj 
malforta korpe sed forta kaj riĉa 
anime kaj mense profesoro Hasegawa 
oferis al s:aj samlandanoj la grandan 
donacon …”

と書き添へてあることによって,p氏は 

一度ならず二度日本へ來朝した事が判っ 

た。しかも1894年といへば;今日一般 

に知られてゐるH本のエスペラント運動 

の啓蒙期，1902年頃から長崎に居た佛人 

の牧師Mistler,金澤に居た英人Mac- 
Kenzie,當時岡山に居たGauntlett氏等 

がパンフレットを配布したりして普及に 

着手しはじめるよりも7, 8年前に當る。 

たとへそれが小部分であり,結果は不成 

功に終ったとしても,その時旣にエスペ 

ラントの"Ŝlosilo ''が長崎で配布され 

てわたといふことは特筆していゝと思ふ 

當時あまり歡待をうけなかったu Ŝlos
ilo 逹は,その後どんな運命をたどっ 

たのだらう加——もし出來ることなら生 

きながらえてめる彼等の中の一人にでも 

めぐりあって,身の上話がきいて見たい 

ものである。.

さて,P氏は二葉亭に會ってから,旅 

順に行き,滿洲を通って,歸國した。

'Terure okupita, tamen mi ĉiam 
fidele korespondis kun Hasegawa ĝis 
komenco de la Rusa-Japana Milito en 
Januaro de 1904 kiam ĉiuj miaj 

amikaj interrilatoj estis interrompitaj. 
Tuj post la milito komenciĝis la unua 
revolucio en Rusujo・ Mi havis amik
ojn inter ambaŭ partioj, kaj ne volis 
partopreni en fratomortigado—tial mi 
elmigris en Kalifornion^

同氏がCaliforniaへ來たのは1905年 

で,それから1928年まで20餘年の久 

しい歲月を過したといふ町は,所もあら 

うに現在私が居るBerkeley,しかも毎日 

自分が通ってゐる加州大學に，P氏の努 

力によって，Esperanta Rondo が1907 
年にはじめて誕生したといふのだから, 

全くめぐる緣の不思議さを思はす•には居 
られない。•ヽ .

"Unu tagon poŝtportisto alportis al 
mi pakaĵon de Japanujo・ En tiu 
paka］〇, ho, kia feliĉo ! la japana wsか 

eranto- lemo libro ! Li skribis en rusa 
lingvo sur la unua paĝo: u Traduko 
japana. . Al doktoro Zamenhof kaj 
sinjoro Postnikov mi respektege dediĉas 
ĉi libreton.9' Sur la sekvanta paĝo li 
skribis: {ankaŭ ruse)En ĉi-tiu antaŭ
parolo mi detale priskribis, kiu vi estas, 
kiel mi konatiĝis kun vi kaj kiel vi 
dezirante disvastigis la novan lingvon 
tra Japanujo, unue instruis min je ĉi 
lingvo, kaj poste komisiis al mi traduki 
la lernolibron en japana lingvo・ Sed 
pro manko da tempo mi prokrastis la 
plenumon de via komisio k. t .p.99

これこそ彩雲閣から明治39年7月 

(1906年)に出版された「世界語」であ 

つ•たのだ。 /

P 氏は Berkeley 市の inĝeniero と 

なった。そして1915年San Francisco 
にInternacia Ekspozicioが開かれるに
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當って，同地をはじめ,Oakland, Ber- 
keleyなどのsamideanojを糾合して

Pacifika Espero”といふ雜誌を發行し 

た。この雜誌は1928年,同氏がBerke- 
leyからArkansasの Menaに行くま 

で續き，アメリカのエスペラント運動に 

紀念すべき一つのepokoを太平洋岸に 

築いた〇こちらのsamideanojで少し古 

い人は皆P氏のことをよく知ってめる。 

もう大部前になるけれど,日本のエスペ 

ランティスト逹の間に相當知られてゐる 

San Francisco の F・ino Marshallの家 

でu Pacifika Espero"を見せてもらっ 

たこともあった。又,他のsamideanoj 
の間でもP氏の噂を度々耳にする。

つい先頃,P氏はMenaから,やはb 

Arkansasのしittle Rockといふ町に弓I 
越した。現在靜かな,平和な日々をS-ino 
Postnikovと送ってゐるらしいことは, 

時折の便りから推察される。しかしエス 

ペラントに對する熱心さは驚くほどで, 

今もなほラヂオで講演したb , kursoを 

gvidoしたり,新聞,雜誌などによく pri 
kaj en Esperantoの省稿をして居られ 

る〇

P氏にはfilinoがあり,加州大學を卒 

業し，結婚して,今はBerkeleyに家を 

持ってゐる。ほんの2, 3週間前のこと 

序の時に是非金ち寄るようにとて，P氏 

から送ってくれた彼女のadresoを見れ 

ぱ,何と私の居るInternationa! House 
から散步がてら出かけても10分とはか 

ゝらない程近い所なので，つくづく人の 

世の狹さに驚かさ•るを得なかった。近日 

折を見てそのfilinoを一度訪れてみたい 

と思っこわる。又もし機會があったらP 
氏をもしittle Rockに訪ねて，日本の

Esp.-movadoばかりで“まなく,ロシヤに 

もアメリカにも,はっきりとその足跡を 

のこしたといへるpioniroから直接さま 

ざまの思ひ出話をきゝたいと,心から願 

ってわる。

〔追記;)

二葉亭の「世界語」は,かねてから是井讀ん 

でみたいと思ってゐたもの。不幸にして，そ 

の機會を得ずにこちらへ來てしまったので， 

P氏に就いて書いてあるといふ序言さへも目 

を通すことが出來ないのは，いかにも殘念だ 

けれど，仕方がないと諦めてゐた。しかし;こ 

の原鬲を書くに當って,どうしてもー讀する 

のが當然と思ひ，もしP氏が一寸の間それを 

貸してくれたらといふ，甚だ身勝手な考へを 

起した。何しろ廣いアメリカ，Little Rockと 

Berkeleyとの手紙の往復は約1〇日かゝる。 

たとへ承諾してすぐに迭ってくれたとしてし 

到底船便の/切りには間に合ふまいと懸念し 

てゐた。ところが，何といふ幸か,今日の午 

後,30年前にP氏に大きな喜びを筒したそ 

の「I比界語」が,ーー紛れもなく二葉亭のatŭo- 
grafioとロシア語のklarigoがしるされてゐ 
るその本が,---私のpoŝtkestoに入ってゐ

たではないか。P氏の料切に對して，私はど 

んなに深い感謝と喜びをもって，この歴史的 

な本の頁をくりひろげたことか!なほ,その 
中に D-ro Zamenhofと共に揭載されてゐ 

る同氏の寫眞は,日本に滯在中にとったもの 

だと別到の手紙に書いてあったので,なつか 

しさは一層深められて行った。その昔，かつ 

て一度は二葉亭が親しく手にとりあげて頁を 

開いたであらうこの一書を，自分の傍におい 

て,今,原稿を書き終へようとしてゐる。「平 
JUを書きながら，非凡で・あった二葉亭の倬さ 
と,Postnikov氏のエス諮に對する熱い眞情 

によって生れた紀念品を目近にみつめっゝ, 
これをほとんど契機として展開して行った日 
本のエスペラント運動わ步んだ道を,今更の 

如くはるばると思ひ返してみた。

29, Nov. 1937, 
Berkeley にて
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池川 淸

小パリ

Bruselo

Dunkerque驛を親類の人々に見送ら 

れて間もなく車はベルギー國にはいる〇 

車窓から見るフランスもベルギーも誠に 

よく耕作されてイギリスを見た眼には驚 

異の感を抱かせる。フランス人は實に質 

實なしかも勤勉な國民性である。午後2時 

45分Asco驛をすぎる。一見して素朴な 

農民が我が三等車になだれこむ。どの國 

でも女はかまびすしいものである。4時 

37分Bruseloに着く。もう旅馴れてゐ 

たので誰にも通知をしてなかった。この 

頃は餘程心臟も强くなったとみへ,下車 

してフ•ラットホームを降りて行くと，荷 

物を全部（といってもスーツケース一個）• 

を一時預りに託して，自分は片手をポケ 

ットに入れて悠々と構外に出る。この際 

一言日本の諸君に注意しておきたいこと 

は，旅人かその地の者かを見分けるのは 

ス-ツケースを持ってゐるか否かによっ 

て判定出來る。スーツケースをもって下 

手に構外でキヨロキョ□しようものなら 

すぐ,よいかもが來たとばかりタクシイ 

が集まって來て2うるさくてしかたがな 
い。そこで私は爲物を一時預けして，悠 

然と葉卷を口にして出て行ったわけだ。 

その時の態度なり樣子は讀者の想像にま 

かせる。

おかしなものでLondon, Parisを見 

物した私はBruseloに來ても驚くこと 

はない。田舍としか感ぜられない。その 

住民もどことなく田舍くさい低度な民族 

の樣に思へる。いはヾ自負心がついてゐ 

たのだ。

先づ巡査らしい（或ひはま鬣の監督さ 

んか）人にadresoの紙片を出して"Diru 

al mi la numeron de Buso."とフラン 

ス語でたづねる。numero ?と書いてく 

れる「あちらも駅れたもので云っても分 

らぬと知って,krajonoで No. 7 de 

tramoと書いてくれるのだから,赤毛布 

と見やぶられたわけだ。成程巡査でなか 

った,しかも市電の監督だったからbuso 

よりもtramoをおしへてくれたcいよ 

いよTramo No. ？にのった。窓から見 

る風景は東京,大阪に比較にならぬほど 

ノンビリしてゐる。サーカスカ:威埸にあ 

る。自働式飴玉竟り器がある、何んだか 

都落ちする樣な氣分だ。しかしPetit・ 

Parisといはれるだけあって美しい。樹 

木の多く,しかも手入れの行届いてゐる 

ことには感心だ。そんなことを考へなが 

ら窓から景色をながめてゐろこと一時間 

程，またサーカスがある。隨分Bruselo 

にはサーカスがあるんだなと思ってゐる 

と次から次に同じ樣な事物が展開する。 

しまった，一周をやったのだ!!車学に 

adresoを見せておいたのにhaltejoを 

おしへてくれなかったのだ〇コンチクシ 

ヨウ,と思って車掌のツラをみるともう 

同一人ではない。車掌たのむにたらずと 

今度は前にsidiしてゐるbela fraŭlino 

にadresoをみせて，apres-mois C敎へ 

てくれ）と云ふと何んか長いことを云ひ 

出した。そうすると近所隣りのバアサン 

連中までがイ可^かとのぞきこんで,ワイ 

ワイ云ってく扌しる。Oh, dioといひたく 

なる。なる樣になれと,思って坐ってゐ 

ると一人のfraŭlinoがこゝで降りよとい 

ふ。しかたなくおりた。そしてまた逍行 

く人にadresoを見せると方向を示して
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Bruseloの市廳（左側 

高塔のある建物）と大 

廣場

くれるのでその方向に行く7しばらくし 

てまた通りすがりの人にadresoをみせ 

ると同じ方向を示す。やっと辻に立って 

ゐる町名がadresoと同じところまで來 

た。しめたものだとNumeroを見なが 

ら No. 80, rue Joseph II.にたどりつ く 〇 

まちがってはせぬかとくりかへしてみる 

がこれにちがひない。そこでベルを押す 

と，しばらくすると先方からもベルが反 

應する。やっと出て來たのがおばあさん 

だ。戶をあけたトタンに今ベルを押した 

のはお前かといはんばかりの眼つきで睨 

みつける。あ、こはいことゝ思って“Cu 

vi estas Fraŭlino Kestens ?" と Esp. 

でたづねる。ビックリしたのはそのおば 

あさんだ〇" Kiu vi estas?" "Mi estas 

japana samideano kaj mi eksciis vian 

adreson de S-ro Jak Centnerŝver el 

Valenciennes." " Kie vi vidis lin ?'' 

"Oh, mi estis en Dunkerque kaj havis 

belajn tagojn kun S-ro Jak Cent- 

ne左ver."さあしめた〇 F-ino Kestens 

はCentnerŝverを思ひ出してくれた〇 

さあおはいりとgvidiして彼女のĉam

bro にいる。彼女は洋服屋さんだ。もう 

五十歳をすぎたと思はれるFratinoと 

共同經營をしてゐる。見るからに質素な 

調度と,美しい色彩の配合は彼等が單な 

る市井の洋服屋さんでなく，Esperanto 

を學ぶほどの敎養のゆかしさヵ;推察され 

る。

コーヒをすゝめられて,しばらく旅行 

の印象とtramoの失敗を話して時間を 

すごしてから，市內見物に出かける。宮 

殿や公園を見たが私には一向に興味がな 

I ゝ〇 た£ Bruselo estas eta-Parizo の 

impresoを與へるだけである〇色々と大 

戰當時のペルギー人の生活をきいた。

その晚は丁度 Eruselo Esp. Societo の 

KunsidoがhaviされるとI 'ふのだ〇 Mi 

ankaŭ ĉeestis tiun kunsidon, en man

ĝejo en la granda placo antaŭ Urbo- 

dom 〇.

Mi estis bonvenig让a de la Brusela 

Esp-istoj.私は簡單に質問に答へながら 

旅の話をし，又日本Esp.-movadoを話 

した。

私は宿が決めてなかったので,Y・M. C. 

A.のことをたづねたが一同知わない。 

すると一人の•靑年がY・M・C・A.まで行 

ってみようといひ出す。そこでトラック 

に乘って一同勢揃ひして出かけたが，宿 

泊旌設はないとわかる。また Manĝejo 

まで引きかへしてくる。とS-ro Debaene 

が，『よければ俺の家へ來い』といふ。規 

切をうけて,そこに行くことにする。

夜10時頃になったので一同ĉis la 

revidoをする,私と二，三の人はstaci- 
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domoに荷物をとりに行った。K-do

Debaeneのdomoに着いたのが11時 

頃だ。彼の domo は 279, rue de Noyer, 

Bruxellesにある。アパ-トの三階だ。

急勾配の階段をのぼって行くときは知 

己の家へ來た樣な氣持ちになってゐた 

が,やっと室にはいると急にくたび扌しを 

感じた。"Mi jam estas dormema."と 

いふと彼は"Mi havas ĉambron por 

vi, kiun mia filino uzas kaj nun ne 

estas tie ĉi, ŝi ripozas apud marbordo 

kun la patrino?* といふことである。

"Oh, mi havas honoron uzi ĝin ?''と 

たづねると"Se ĝi plaĉas al vi."との 

ことだ。私には何んだってよい，早く 

dormiしたいのだから。

旅人には安眠ほど高價なものはない。 

いくらうまいものを食はされても安眠出 

來ない家だと翌日の活動に支障を來た 

す。

日本人は一禮に旅人を扱ふのにおせっ 

かい過ぎはせぬか。私の經 では先づ,

午後9時になったら解放して自由にして 

あげることが必要だ。特に外人が長途の 

旅をしてゐる時に色々ととbrua strato 

かteatroを見物させるのもよいが,遲 

くなると知らずしらずの5ちに活動力を 

消耗して5ヶ月も6ヶ月もたつ頃に（ま偏 

食をしはじめる。例へば，過度に疲勞す 

ると軟かいものしか食はない，肉を龛ひ 

たくとも腹が欲せなくなるものである。 

話が橫道にそれたが何かの御參考にでも 

ならうかとの老婆心からである〇

• •: X

先程一寸と述べたKunvenoでfama 

samideano D-ro Med・ P・ Kempeneers 

に會った。しi jam estas tre konata en 

Japanujo, do mi ankaŭ konas lian 

nomon en Osaka,彼は Tutmonda Esp. 

Kuracista Asocio の Ĝen. sekr. であ 

る。私はdanie' al liで,その翌日から 

Bruselo の sociaj laboroj をあまねく 

見學することを得た。Ĉi tie, mi espri

mas grandan dankon al D-ro Kempe・ 

neers kiu gvidis min tra Bruselo por 

rigardi la sociajn laborojn, unu el ili 

ekzistas 10 k.m. malproksime de urbo・ 

Se mi estus sola, aŭ mi ne estus esp- 

isto, mi neniam havus tiel interesan 

studon en Bruselo.

彼は私に同市の有名な學者ゝ社會事業 

家の多くを紹介してくれたが,特に今私 

の腦裡に殘ってゐる人々は,學者では 

D-ro Ch. Dam,孤兒院長の S-ro Maurice 

Blontrock, 神薄弱兒保護所長のMade

moiselle Cugnon.不良兒感化院長の 

S-ro L. Michel, S-ro Rouvroy 等々誠に 

Esp-istoの Kempeneersがゐなければ 

會へなかったし見られなかった多くの人 

と物を見學し得たのである。

これらの施設へは Kempeneers氏自 

ら自動車を運轉してくれるのだから有難 

い。また途中の狂人村の見學などは，世 

界の社會事業施設を見學しに行った私も 

たじの一度しか聞かなかったし見なかっ 

た狂人のみの彳上んでゐるkomunum〇で 

ある。……祉會旌設は直接讀者の興味を 

ひかないから餘り紹介のペンはとらない 

で次囘はアントワーフ・の海の町へ行くこ 

とにしよう〇
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學校とエスペラントの問題

國際會議厂現代生活とエスベラント」の報吿

伊藤已

中 等 敎 育

リイル＜フランス）Waringhien氏報吿

諮問事項に對して8國加ら12の囘 

答があった。De5or氏（アルヂエリア） 

Butler 氏（英國）George, Poi. Simon, 
Favre, Micartの諸氏（フランス）Delfi 
Delmau 氏（カタロニア）J・L・ Muller, 
Hertzber^ 氏（オランダ）S・ Carreira 
氏（ポルトガル）Jansson氏（スエーデ 

ン）及ー匿名者。

次に私は通信者の興味ある囘答中に述 

べられた主要な考へを要約して見よう。 

併し先づ私は討議を明確ならしめる爲に 

或る點をはっきりさせておきたいと思ふ 

學校にエスベラント導入の問題は二つ 

の異った見地から調べることが出來る。 

卽ち，實際に政府がエスペラントを國立 

學校に導入する事に同意したとの假定の 

下に，エスペラントを敎授するに理論上 

最も良い諸條件を考慮することと,如何 

なる方法でその樣な公の導入を達成せし 

め得るかを硏究することである。從って 

我々は報吿をその2部に分ち,先づ問題 

の敎育的方面を，次に外交的方面を調査 

しなければなるまい。

1. 第一•の點（エスペラント敎授は中 

等學校で始めるべきか或はその前にすべ・ 

き加） に對する囘答は歼^んどー致してゐ 

る。卽ち,學問を繼續し得る選ばれた生 

徒に限定すべきではなくして,すべての 

兒童が初等の學校で受けるべきものであ 

る〇

斯樣に我々の仕事は非常に容易になっ 

たかに見える。併し相當長い間初等學校 

でエスペラントカ;義務的に敎へられる樣 

にはならないこと，從って尙長い關中等 

學校はエスベラントを知らない生徒を受 

入れなければなるまいことを考へねばな 

らない。之等の生徒の爲に我々は學習の 

ブログラムを與へるべくカを盡さねばな 

らぬ〇

2. 全部の人が,中等敎育に於ける工 

スペラントの役目を承認してわる〇それ 

は私が諮問事項の序として定義付けた通 

り,現代及古代の言語の硏究の出發點と 

なり,沒國語のより詳細な硏究上比較の 

材料となるべきものである。

よって最善の方策は中等學校の第一學
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年に於ては他の現代或は古代の言語を全 

部取去って,唯田:國語とエスペラントだ 

けを敎へる様にすることと思はれる。非

常に種々の實驗の結果に從へば,12-13 
歲の兒童がよくエスペラントを習得する 

には一週4時間宛ーケ年の敎授で充分で 

あることを想起すれば,斯る施設は授業 

科目創と時間割の負榕を輕減せしめるこ

とにさえなることがわかるだらう。况ん 

や,囘答者諸氏の注目し仁如く，エスペ

ラントが別にその授業の爲に割かれた時 

間に於のみならす，國語や地理の時間に 

於てさえも用ひられ得るに於ておやであ 

る〇

屮等學校の第二學年で生徒が外國語の 

學習を始めるとすれば,比較にならぬ程 

容易に始められ,其上に一週に半時間は 

エスベラントの實地使用を援助する爲に 

殊に遊戯, 兒童文學や通信文を讀むこと

磚に取っておくことが出來るであらう。

3・敎授法は非常に議論の多い問題で 

ある〇 rekta metodoのみを主張する者, 

文法による方法を主張する者,併用意見 

の者がある〇明かにrekta metodoは愉 

快で元氣で人に好まれる。併し,中等學 

校ではエスペラントはより困難な文法及 

言語の硏究の出發點であるべきも.ので, 

エスペラントの文法的方面を等閑に付す 

ることは得策ではない。他方に於ては, 

エスペラントは生命のない單に書物の上 

の言語であるとの印象を兒童に與へるは 

嚴に避け,反對に.その生きてゐること

及び話されてゐることを强張しなければ 

ならない。よって最善の解決は，兩法の 

併用であると考へられる。特に最初に於 

てはrekta metodoは生徒の興味を惹く 

であらう。然る後徐々に交互に文法の硏 

究をも進めて行けばよいのである。

4. 以上各項に述べられた狀態が實現 

したと假定すれば,次に中等敎育の最終 

試驗に於てはエスペラントの知識に關す 

る別箇の考査がなければならないことは 

明かである。

その別筒の考査は他の外國語の揚合と 

同等に取扱はれるべきであらう。

5 最も多い意見によれば，敎師は工 

スペラントの爲の特別な敎師ではなくし 

て,付國語或は外國語專門の敎師が敎え 

るべきである。斯くすることは,エスペ 

ラントの言語上の比較材料及言語硏究上 

の標準としての性質を悉く利用する利益 

がある。 • ・字

勿淪その目的の試驗が敎師資格試驗に 

附加さるべきである。

以上が囘答の大部分によるエスペラン 

トの中等敎育上の理想的利用である。併 

し今加ら斯る利用を要求することは，笑 

ふべきではないとしても，少くも無駄な 

ことである。從って我々は現在の事態に 

於て成功の可能性ありと思はれる樣な方 

策を硏究しなければならない。

Ia中等學校の最初の半年はエスペラ 

ントを，次の半年は規定の外國語を敎へ 

てみる實驗を數ヶ所で行ふこと。斯くし 

てエスペラントを學んだ生徒と,最初か 

ら外國語を學び始めた生徒との成績を比 

較してみることが出來る。

特にフランスでは中等敎育の改革が計 

劃されてゐるので,この樣な提案は成功 

の可能性が多いだらう。

2.この敎授は適當な敎師があれば尙 

次の學年にも繼續し得るであらう。併し 

敎授科目割の現狀では平常の授業時間の 

外に行はなければなるまい。從って興味 
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本位の練習になるかも知れない。

3. 併し,斯る努力は補償を必要とす 

るから,エスペラントを習得した生徒に 

は最終試驗に於て又外國と關係を持つ機 

會のある様な事業への採用試驗には點數 

を追加する樣にならなければならない。

4. 國立舉校に於る敎授は公式の資格 

を持たぬ者には委ねられないであらう〇 

故に我々は今から熱心に敎師の獲得に努 

めなければならぬ。最善の方法は避暑地 

を良く選び，公式のスポーツ團礎及其他 

の休暇事業團體と連絡をとり夏季講習を 

開催することと思はれる。

私は會議が次の結論を承認' する樣提案 

する。

1） エスペラントが外國語の學習に最 

も容易且適切な着手手段であることを考 

慮して,パリー會議はエスペラントをよ 

り困難なる言語の學習に對する準備とし 

て中等學校の第一學年の全學期乂はその 

一部分に實驗的に課することの與味に關 

し各國文部大臣の注意を喚起する。

2） 斯る努力の失はれる事を防ぐ爲に 

敎俪が引續き他の學年に於ても課外とし 

てエスペラントの敎授を繼續する許可を 

得ることが望玄しい。

高 等

高等敎育に於けるエスペラントの貢献 

は種々ある。しかし現在の程度では未だ 

小さいものである。何故ならば,この方 

面への宜傳は非常によく組織せられてわ 

るとは言はれないからである。イ及にフラ 

ンスだけを眺めるならば，高等敎育に携

3）最後にこの敎授の重要性を生徒に 

明かとする爲に,會議は中等敎育の最終 

試驗に，及第者に對して補足的點數を與 

へるべき特別考査を實施する樣當該機關 

に懇請する。更に髙等の學校への入學試 

驗にも同じ考査が實施せられることも亦 

望ましい。 （採擇）

技術敎育

同じ結論が技術敎育にも適用する。囘 

答が特にこの方面にエスペラントの採用 

が有益であることを注意したのは全く當 

然である。何故ならば,技術者は通常外 

國語の學習に高い能力を有せず或は必要 

な時間を持たないからである。

併し或る國々では實驗の結果,生徒が 

餘り速かに疲勞する爲滿足な結果を得な 

かったと報吿してめる。その事は主にそ 

れ等の國では技術學校の敎授科目が多過 

ぎる爲と,生徒が最終試驗の點數となら 

ない事柄に時間を費す事を欲しない爲に 

よるものである。よってこの場合では最 

終試驗に補足點數を與へるべき特別の工 

スペラント試驗を公式に施行することが 

寧ろ一般敎育以上に急務である。

（採擇）

敎 育

うDejean氏報吿

ってわる人々中エスペランチストであっ 

た人或は現在ある人としてCh. Lam
bert, Cli. Meray, Laisant, A. Recoura, 
C. Bourlet, Boirac, A. Cotton, Frechet, 
Vanverts, P. Dejean, Jacoubet, Phillip 
等の諸氏を擧げることが出來る。しかし
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人々はこの表に於て主に科學者を見出す 

ことに驚くであらう。又他の國をのぞい 

てみても同じ發見をなすであらう。吐處 

はその理由を硏究する所ではない。•

大學に於るエスベラント講座

大學にエスペラント敎授を始める爲に 

何が為されたかを見てみよう。

1927年以來Privat氏はヂユネ-ヴ大

學の哲學科に設けら讥たFondation 
Esperantiste Ernest Naville 講座の敎 

授に秃囑された。エスペラントの歴史, 

生活及敎授法に關する講義が春期一週ー 

時間宛繼續されてめる。

1931年 Collinson 氏は しiverpoo!大學 

でエスペラントの第一講師に任命された 

同大學はその目的の爲にJohn Bucha- 
nam博士から遺言により4000ポンドの 

資金を得たのである。

1932 年加ら Dejean 氏は Grenoble 
の文學科でio講より成るエスペラント 

稱座を每年行つてゐる。

Praha及Wienの高等專門學校では

種々講習が行はれてわる

見られる通り今迄は大學にエスベラン 

トを導入する爲にあまり努力しなかった 

が，それは何も出來ないといふことにな 

るか?我々は反對に文學部にエスペラン 

トの講座を開く許可を得ることは容易で 

あると思ふ。それには選ばれた指;導者が 

正式の敎員であれば充分である。講座は 

必曼に應じて高等でも初等でもよい。そ 

の後には補助語の歷史や發連の講座でも 

開くことが出來るだらう。エスペラント 

を大學の科學,法律,醫學の各科に導入 

する計劃は硏究されねばならないが，こ 

の問題は時期尙早と思はれる。

學生とエスペラント

學生界にエスペラントを宣傳すること 

は萸に緊急で成功の可能がある。今迄は 

この宣傳があまり成功しなかったことは 

認めなければならない。何故ならば高等 

敎育の硏究科目が現在では餘りに豐富に 

過ぎるので學生はエスペラント學習の様 

な僅かの勞力をも惜しむ加らである。し 

かし初等或は中等學校にエスペラントが 

採用された時には事情は全く變化するC 

學生がエスペラントから受ける利益は充 

分魅力あるものとなる。例へば國際的學 

生交換が何れだけ容易となるかは直ちに 

了解されるであらう。•

博士論文に對するエスペラントの有用 

なことは正確な例によって容易に示し得 

る。1930年のUEAの年鑑より引用す 

れば •’

「大學生は學位を得る爲には規則的硏 

究の後に硏究問題に就て淪文を提出す 

る。問題の選擇は自由であるが,勿論候 

補者の學科に關係したものでなければな 

らぬ。エスペラントは旣に數囘論文の問 

題として選ばれた。その應用は次の様に 

なる。

1. -----硏究の對象として,その有用性

や社會的意義，言語學的見地よりの硏究 

一般的に國語問題の取扱ひ。卽ちエスペ 

ラントに關するもの。

2. ——或る硏究冃的にエスペラントに 

より,UEAの代表によb,又は諸國の工 

スベランチスト專門'家により得られた調 

査の結果を材料とすること。卽ちエスペ 

ラントを利用したもの。

最も簡卓で容易なのは論文の最後に工 

スペラントで抄錄を付することである。
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提出仝れた論文の題

Athanassoff, Athanas D.: L*ana-  
tomie et la maturation des chaumes 
d'im pied de ble j.Colosse de Raz- 
gradu (Triticum turgidum I)エスペ 

ラント抄錄ド。 .

Corret, Pierre: Utilite et possibilite 
de Fadoption d'ime langue interna
tionale auxiliaire en Medicine・

Ddhler, Walter : Beitrage zur Sys- 
tematik und Biologie der Trichopte- 
ren・ 9 .

Domec, J.: Des tumeurs kystiques 
de Fovaire acontenu gazeux・ Analyse 
en Esperant〇.

J. Gadoret・(Pri histaj tumoroj de 
la ovario je gasa enhavo)

Poncet, Louis: Vaccination obli
gatoire ou vaccination facultative 
contre les Maladies Typhoides et 
contre Ie Cholera, dans vingt-huit 
pays dTurope. Essai d'enqu@te inter
nationale par rEsperanto.

Villareal,F.: Resistencia de las 
fierro. Influencia de los errores de 
Imprenta・ Rezisteco de la ferkolo
noj :Influo de la preseraroj.

人々はエスペラントが法律，考古學, 

文學，科學の何れを間はす■國際的問題の 

硏究論文を作る上に為す貢献を容易に認 

めることが出來る。從って我々は出來る 

限り學生のエスペラント會の設立を容易 

ならしめねばならない。

敎授とエスペラント

玆に我々が敎授に對するエスペラント 

の貢献を調べてみるならば各國の硏究所 

の科季上の協力を擧げることが出來る。

Sorbonne大學の敎授 A. Cotton氏は 

アメリカのしincolnにあるBrace Labo- 
ratoryに滯在中 Washingtonの規格局 

の物理學Tuckerman敎授とエスペラ 

ントだけで話しながら饥同硏究し得たと 

語ってゐる。又同じ爭をBellevueの巨 

大電磁石硏究所で硏究中のスエーデン加 

ら來仁Olsonn博士との協力に就いて語 

ってゐる〇

玆では文献作成や,轲議での議論の容 

易化に就ては主張しない。

家試驗に對するエスペラント

忘れてはならないことは,少くもフラ 

ンスではーー得業士試驗は大學の監督下 

に行はれることである。若し將來エスペ 

ラントが得業士試驗に選捋語として採用 

されるならば,大學は試驗呑員の蛛備が 

必要である。エスペラント會は今からそ 

の來る時を豫知しなければならない。

給

1） 我々はエスペラント講習を，出來 

るならば公認の形で,大學に開くべく最 

善の努力をしなければならぬ。

2） 學生にエスペラントの知識によっ 

て得られる利益を示し,彼等の間で學生 

エスペラント會を作る樣に激勵しなけれ 

ぱならない。

3） 敎授に對する宣專はより愼匝に行 

ふべきものであるが,必要程度が低いこ 

とはない。

4） 我々は今から得業士試驗にエスペ 

ラントの採用された場合の問題に關し硏 

究しなければならない。

・・ （採擇）
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盲人及聾人
バリー Maŝselier氏報吿

私は本會議の委員會から本問題に就き 

嵌吿することを委哌された。18世紀末に 

於て主；:してフランス人ValentinHaŭy 
及De VEpĉe兩氏が，之等の不具者の社 

自に受入れられることを促進すべき合理 

的方法に着手したことは旣に知られて乃 

る。之等の方法は，非文明國に於けるよ 

bも3-10倍不具者の少い主な文明國に 

於ては,今世紀では，國語によって普及 

され完成の域に達せんとしてゐる。全人 

翔に共通なる本問題の解決には世界的協 

力が是非必要である。國際共通語は,協 

力者が世界中に行亙ってゐる程益々有効 

である。旣にエ召ペラントによって世界 

の盲人に爲された奉仕は，この「善の語」 

が世界盲人の社會的價値を高める爲の協 

同ぢ業の最も合理的手段であることを完 

全に證明するものである。盲人中の或者 

は（遺憾ながらその數は普通人が考へる 

以上に多いのである）同時に韓である。 

さて，全く或の盲人でさへも（Zamen・ 
hof攘の證言によれば）エスペラントを 

模範的に發音するといふ事實は,眼醫皆 

Zamenhofの言語の盲人に對すると同樣 

の社囱的地位向上の効果を聾者に對して 

も與へるべきことを證明して餘りある。 

遗憾乍ら，尊者■に關しては未だエスペラ 

ントによって何も為されてわないも同樣 

の狀態であるから,私の報吿は盲人に關 

してのみである。

今世紀の初年にCart敎授が主となり 

數名の各國盲人及盲人同闊者の協力の下 

に,主としてフランスのエスペランチス 

トの財政的援助により,初步敎科書の點 

字出版や國際雜誌Esperanta Ligiloの 

發行を行ひ,敎養ある盲人をしてエスベ 

ラントの學習及實用を可能ならしめた。 

斯くしてこの方面の普及は主として盲人 

エスペランチスト自身の手で速かに進展 

し,1923年にはスエーデンの肓聾者Ha・ 
rald Thilander氏の指導の下にUni
versala Acocio de Blindul-Organizaĵoj 
（UABO）の核心をなす Universala Aso
cio de Blindaj Esperantistoj が設立さ 

れ現在は30國の盲人エス氏ランチスト 

ばかりでなく，スペイン,ポーランド. 

アイルランド,ブルガリア,チェコスロバ 

キア，ハンガリー,フィンランド,デンマ 

ーク,ノルウェー,スエーデン等の最も主 

なー般盲人組織の緊密な協力の下に活動 

を續けてゐる。主要阈の盲人指導者は各 

國語を公用語とする國際盲人聯盟を設立 

すべく以前から運動してゐたが,全く不 

成功であった。1933年に第二の國際盲人 

聯盟が設立されたが,その本部が，世界 

の盲人が自分達の「神嬰なる首都」とし 

て愛してわるパリーに置かれたにも拘ら 

ず，首盟考であるフランス及イタリーの 

二團體が加入してめるのみである。尙注 

意すべきは，フランスの有人諸組織は一 

致してエスペラント運動を財政的に援助 

しエスペラントが全世界の有人學校に正 

課として採用されることを望んでめる。

極最近のU A BOの調査によれば次の 

結果になる。エスペラントが義務的に敎 

授されてゐるのはノルウェーの國立盲學 

校だけで,名の盲生徒に一週2時 

間宛敎授してわる。敎師のKarterud氏 
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は世界的に有名な盲目の肓人敎育者のー 

人である。

オランダ,ユーゴースラヴィア,ブルガ 

リア,チェコスロバキア，スエーデンに於 

ては,隨意課冃としてではあるが公式に 

殆んど全部の盲學校——職業學校に於て 

も——で敎へられてゐる。•

英國,オーストリア，デンマーク,フィ 

ンランド，フランス,スペイン,ポーラン 

ド,スイスの學校でも同樣であるが,そ 

の數は少い。

今年は，恐らく政治的理山によるので 

あらうが,以前は盛に敎へられてゐたド 

イツ，ハンガリー,・イタリー,ポルトガ 

ル,ルーマニア,アメリカの學校では公 

式には最早敎へられてわない。但し,個 

人的に勉强し，使用してわる生徒はある。

尙之等の或!々では他の两界の國々と同 

樣主として卒業生が普通の講習,ラヂオ, 

通信等によって敎へてゐる。

旣に多數の盲人が目明きに對して十分 

エスペラントを敎投してゐる。殊にオラ 

ンダ,スエーデン,フランス,チェコスロ 

バキア,ハンガリー,ノルウェーに於て。

英國,ブルガリア,チェコスロバキア， 

フィンランド,フランス,ノ\ンガリー,イ 

タリー.オランダ,ノルウェー,ポーラン 

ドの諸國では專門寓體又は盲人エスペラ 

ンチストの會が盲人にエスペラントを普 

及し,利用することを引受けてめる。デ 

ンマークではUAB〇の一員である全械! 

的非エスペランチストの盲人組織がこの 

仕事に從事してゐる。

上述のUAB()に加入してゐる諸國の 

非エスペランチストの全國的盲人組織の 

外に尙多數の他の團體が或性度エスペラ 

ントを國際的交涉に用ひてゐる。その中 

フランスのRonchinの卒業生團體と 

ユーゴースラヴィアのB indul-Instituto 
Aleksandro I-a を擧げる〇

旣に點字駕書馆の存在する國ではエス 

ペラントの或はエスペラントに關する書 

籍も閱覽山來る。遺憾乍ら點7は普通の 

書籍の20倍は少くとも費用を要するの 

で其等の點字圖書馆のエスペラント部中 

最も豐富なのは，英國の900卷,チェコ 

の140卷,ハンガリーの200卷,オラ 

ンダの209卷，スエーデンの64卷,フ 

ランスの50卷である。

Marburg大學に重要なるエスペラン 

ト書が集められてゐるが,法律で貸與を 

禁止されてわる。

月刊の Esperanta Ligilo と他の naci
aj grupojの雜誌の外には，世界的のも 

のとしては，隔月刊行の點字雜誌Nia 
Mondoが昨年實驗的に出版されたのみ 

である。盲人間の又盲人の爲のエスペラ 

ント運動い維持し且つ進步さして行く爲 

には如何に熱心さと勇敢さが必耍である 

かは容易に想像し得られるであらう。我 

々の勤勉な伸間のその熱心と撓まぬ努力 

とがエスペラントをして世界の盲人一•般 

に次第に知られる様にしたのである。一: 

般盲人運動の指導者が，最も適當な相だ 

理解の手段によって世界に協力するとい 

ふ一般の希望に賛成した所では，イ可處で 

もエスペラントは速かに盲人靑年のみな 

らず壯年者の間でも普及される。健康な 

エスペ・ランチストの盲冃同胞に對する妊 

意ある理解も亦エスペラント赴動を促進 

し盲人解放に進ましめるものである。

國際窗議は一致して

1)初等敎育終了前にすべての盲生徒 

に對しエスベラントを一週・1-2•時間宛:
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岡本好次

Disde, Ekde，Far 等

ザメンホフ博士がエス語を發表した時 

に決定された基本語根の數は僅か九百餘 

であった。その後新しい語根が色々な人 

々によって提出され且採用され新語根も 

次第に增加した。併しザ廊士が發表した 

まゝの語根（partikulojもふくめて）を 

活用して初期の時代にあまり用ひられな 

かった新しい用法を案出して用ひてゐる 

ものも澤山ある。

筆者は今こ、で比較的最近用ひられか 

けてきた新しい用法や最近提出された新 

しいもの二三について,紹介したい。

エスベラントの前置詞deは非常にい 

ろいろの役冃をしてゐる。英語では所有 

を示す時はofといふ前置詞を用ひ出發 

の起點を示す時はを用ひ受動の文 

で發動者を示すにはbyといふ前置詞を 

用ひる。然るに,エスペラントではこの 

of, from, byの三つをde 一つで示す 

ことになる。一方から云ふとこの三つが 

一つの語で示されることが非常に便利な 

場合も多い。しかしそれがため意味の混 

同を來たすことも多い。この意味の混同 

をさけるためf rom, byに相當する新し 

い前虽詞を提唱した人もあるが（byに 

對しpar, da, bajの如きものが提案さ 

れた）エス語の語感にシックリしないの 

で何時も用ひられなかつ・た。

又旣存の語根の結合によってdeの用 

法をせばめる樣工夫した人もある。これ 

らの工夫の或るものは一般に用ひられ, 

或るものは提案のまゝに終った。

それらの屮に「……から」の意味にfor 
deとforをつけたdeを用ひる方法は 

古くから用ひられてゐる。ザメンホン博 

士の用例にも澤山でゝくる。

例:Marta staris jam kelke da 
paŝoj for de ŝi.（マルタは旣に彼 

女から數步の所に立ってゐた）。

唯forは相當離れてゐる意味を示すこ 

とが多いので,常に「……から」の意に 

之を用ひることができない。それで最近 

disde （接頭字disと前置詞deと介し 

たもの）といふ合成した前匱詞を用ひる 

人もでゝきた。これも非常に便利である。

例へば !li estis apartigitaj de ni.と 

云ふと Ni apartigis ilin.の意力〉Oni 
apartigis ilin for de ni.の意か不明瞭 

■た'から後者の場令for deでもいゝが 

disdeを用ひるのもよいと思ふ。卽ち

1-2年間敦授すること。

2） 中等及离等敎育に於ては盲人全部 

が最も合理的に（點字書といふものがあ 

るから）エスペラントを利用し得ること。

3） エスペラントは最適の世界的協力

の手段で,國內に於てさえも隔離されて

ゐる生徒に關する敎育學を完成するに是

非共必要な物であるから,盲人敎育に當

る者は全部エスペラントに關して資格を

持つべきであること。
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Ili estis apartigitaj disde ni.
又 Mi aĉetis la libron disde la 

brokantisto.（私はその木を骨堇屋 

から買ひました）。

の如きものにdisdeを用ひてよいと思 

ふ。ザメンホフは,この意味に次の如く 

de-e!といふ前置詞を用ひてゐる〇

Sur la kampo kaj en la kaverno 
sur ĝi, kiuj estas acetitaj de-el la filoj 
de Ĥet.（單行本の Genezo, 49-32）。

（このde-elは英國で先年出版の 

Sankta Biblioの中ではde e!と二語 

になってゐて間のstreketoがない）。

de elを倒にしてelde （一語）を用ひ 

やうとする人もゐた。

又「••••から（始って）」の意味にekde 
（接頭字ekと前置詞deの結合したも 

の）といふ前凰詞を用ひる試みも最近次 

第に實用化してきた。例へば

La batalo dauris ekde la unua 
tago de marto ĝis la sesa.（その 

戰鬪は三月一Hから六日迄續いた）。

Li legis la libron ekde la tagiĝo. 
（彼はあけがた加らその本を讀んだ）。 

ekdeはeke deの形を用ひてもよい。 

次に受動態の文で發動者・の前におく前 

进詞のdeが誤解を生じやすい時がある 

のでこのdeの代用もいろいろ工夫され 

たことは前述の通りであるがこれに對し 

て先輩Grosjean-Maupin氏がSATの

4）すべての國でエスペラントの點字 

敎科書を整備して國內の盲學校及盲人敎 

育者の學校で義務的敎授を行ふこと。

を希望する。 （採擇）

追加決議

雜誌上の質疑應答欄の中でfare deと 

いふ複合前眞詞を提唱した。例へぱ

La mortigo de tiu detektivo fare 
de Ia virino・（その女によるその探 

偵の殺害）。 ..

fare deのfareは 動詞fariの副詞 

形であるからfare deは「……によっ 

てなされたる」の意となる。卽ち發動者 

を示すことになる。

fare deでは長仁らしいからもっと簡 

單な形をといふのでfoごde （dank, al 
をまねたもの）を用ひる人もあるが,そ 

れよりも一語にしてfardeを用ひても 

よくはないかと思ふ。

Waringhien氏はfarなる語根をそ 

のま、前置詞に流用してfare deの意 

味に用ひてよいと述べてわるが之はまだ 

一般に用ひられてゐない。

又ekを獨立した形で用ひてek al 
bataF!などいふ用ひ方があるが之はfor 
de tie & !（こゝから去れ）と似通ったも 

のと見てよいと思ふ。卽ちfor de tie 
&!はforiru de tie ĉi!の意であって 

ek al batalo も ekiru al batalo 位 

の意味で「いざ,戰（处）へ」とでも譯す^ 

きであらう。（尤もekは常にekiruと 

譯すべきでなく ekven uの場合もあって 

一般にek〜uの意とみてよいと思ふ）。 

この場合のekはfoi•と同じく副詞的助 

辭の役目をしてゐるとみてよし'、と思ふ。

國際會議は各國政府が,エスペラント 

敎授が義務的に課せられるまでは,各種 

專門舉校の入學試驗に際して,エスペラ 

ントを習得した志願者には點を追加する 

ことを始める様希望する。
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小坂狷二

前置詞略解
—26

XVI PER (其二)

2 (a)【手段,方法】道具機關の抽象 

的意味は手段方法。矢張uzante (la 
rimedo n de)の意 〇

La strato estas lumigata per 
(rimedo de) elektro.電氣で照す。

Mi legis la leteron per helpo de 
vortaro.字引を引いて讀んだ。

Vendo per aŭkcio.诙責〇

Per flatoj ŝi akiris lian koron・ お 

べっかを使って取り入ったのだ。

Si akiradis sian mizeran ĉiutagan 
nutraĵon per lavado kaj kudrado.

洗濯やお針仕事で日々の貧しい糧をか 

せいに。

Li ekzistas per literaturo・ 文學で 
身を立てゝゐる。

Mi veturis en la ŝipo. 船に のっ 

て行った。 ・

Mi venigis la komercaĵon per 
.ŝipo.船で取り寄せた。

36 C82)

Tio estas neaĉetebla per mono.
それは金では買へぬ。;

cm 「三圓で買ふ」は「交換』の 

por を用ひて aĉeti la libron por 3 
enoj.

Ni povas atingi la celon per du 
vojoj （=rimedoj）その目的を逹するに 

は二途打る。

Vortoj kunmet让aj estas kreataj 
per simpla kunigo de la vortoj. 造

語は單に語を組合はせて作られる。

Al tiu ideo mi alvenis per mia 
propra saĝo.その思ひ付きは（人から

敎はったのではなく）自分の頭で考へ 

てたどりついたのだ。 '7〜

Pri tio mi fariĝis saĝa per mia 
propra kostopago.その事は自分でひ 

どい目にあってわかって來仁のです 

（自分でつらい支拂をして利口になっ 

たのだ）。

Mi faris konatiĝon kun li per 
okazo （=okaze）.彼と知合ひになった 

のは遇然（不圖とした）腹會による;

Oni pretigis la feston per granda 
zorgemeco.周到の注意を以て祝 

典の準備。

La servistino faligis Ia vazon per 
nesingardeco. 下女はgl相で瓶

を落した。

〔註）per singardeco （=uzante singar

decon） に依つて per nesingardeco （粗忽 
をやって）とperを用ひたもの。『C不）用 
心のため』と動機起因を示すにはpro.

（Mi pro singardeco faros unu fojon 

ĉirkaŭiron.念〇|:心）のため一度ひと
,巡廻して來やう。 .••・署
Li perd:s sian tutan havon pro sia 

nesingardeco. 不用意のめに全財産 
を失った。•



Kiom multe da tempo ni perdis 
per （又は pro） la prokrasto!ぐづ 

ぐづして居て何て時間の損をしたこと 

でせう。

Kontrau la kritiko ni povas facile 
batali per tiu ĉi argumento. 址t判 

に對してはこの議論で向って行ける。

Mi klarigos per ekzemplo, 一つ例 

を引いて说明しよう。

Mi nur aludos per kelkaj vortoj
數言・ヒントを與へるに止める。

Per unu vorto li estas lerta ruzu!〇. 

一言にして云へば奴は中々のしたたか 

者。 .

'Ni eniris la ĉambron tra la pordo・ 
戶を通って入る。

La ŝtelisto eniris la ĉambron per
.la fenestro.泥棒は窓から入った〇

W普通に通って入るはtra;入る 

べからざる『窓から』は『手段』の意を 

きかせてperを用ひたもの。

Li eniris mallaŭte per la pintoj de 
la piedoj. 爪先立ちをしてこっそりと

入った。 * ■

〔注意2）（の）普通『爪先き立ちをす 

る,片足で立つ』などは「表面接觸』の 

•sur を用ひて stari sur la pintoj, stari 
sur unu piedoであるが，こっそりしの 

び込む樣を表はすため『手段』の 

を用ひたもの。 次の per unu piedo 
も單に『片足で立つ』意ではなく手段, 

手が炉りのper （後述『計量」のper 
は此の用法）:

Stari per unu piedo en la tombo. 
片足（だけ）墓に入れて居る（死にそこ 

なってめる）。. .. ；
Ĝis tiu tempo mi akceptis vian

amon per la koro.その時まであな 

た樣の愛は,心だけで受けて居りまし 

た。

Multaj partoprenas en la kon
ferenco nur per sia korpo, sed ne 
per sia kapo. 會議に參加するのに單 

にから忙だけ出席させて,頭はとんと 

參加させぬ者が多い。

2 （b）【據點】『何を以て』の手段の 

意の一用法は「其處を捕へて（手がゝ 

り），其點で（云々する）』。

La verko distingiĝas per mordanta 
ironio.その作の特長は骨をさす皮肉（と 

云ふ點）。

Ŝi estas tiel simila al la patrino 
per sia karaktero kaj vizago.その

性質と云ひ顏と云ひ（その點を以て見 

れぱ）母親にそっくり。

Li amas fanfaroni per sia forto*  
力のあるのを自慢するのが好き。

Iu vokis min per mia nomo. 誰 

か僕の名を呼ぶものがある。

Mi kaptis lin per la zono・帶をつ

•かんで彼を捕へた。

〔注意〕（は）然し『彼の手をとって 

彼を捕へた』は『彼を手で捕へた』と區 

別する仁め多く jeが用ひられる。又 

『どこそこを捕へる』もĉe等が多く用 

ひられる。

Mi prenis lin je la （=lia） mano. 
彼の手をとった。

Mi prenis lin per la （=mia） mano. 
手で彼を捕へた。

Mi prenis lin ĉe la kolumo.彼の 

胸倉（カラー）をとった。

Mi prenis la knabinon ĉirkaŭ la 
talio.娘の腰に手を廻して抱き寄せた。
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〔注意〕（ひ）此の「手がかり」のper 
は「（何）にかけて（誓ふ）」意に活用され 

る〇

Mi juras per Dio.神力,けて誓ふ（き 

っとです）。

Mi vin petegas per Cielo, diru! 
是非に是非に（天にかけて願ふ）云ふて 
下され。 •ゝ’ -:; :

Per Dio! mi ne povus tion kre- 
di・とんでもない!信じられるかい。

Ŝi estas, per vorto de honoro, la 
plej ĉarma knabino en la mondo ! ま

ったく（名譽の一言にかけて）,あれは 

世界一かわいい娘つ子だ。

其他 Per Diablo! Per Sankta Di
patrino ! Per Ia tuta infero da 
diabloj! Per （flumo-）tondro など『こ 

れはしたり,滅相もない,べら棒め,何 

糞,こりゃ有難い」等々,間投詞的に用 

ひれる用例は多い。なほPro••…も用 

ひられる。

2 （e）〔仲介】仲介も手段の一種で 

ある加らper:
Mi sendis al li la respondon per 

poŝto・郵便で返事をやったC手段〕

* Mi sendis al li leteron per la 
servisto. 下僕に手紙を持たせて

-やった〔仲介〕

Li estas al mi parenco per Adamo. 
彼と私の先祖を尋ねるに人間の先祖た 

るアダムを介して親類になる,とは卽 

ち『彼は私には赤の他人です」

Dio ordonis al la popolo per 
Moseo.神はモーゼを介して民に命じ 

給ふた〇

【注意】（ふ）依てperi f仲介する」, 

pera『間接の（仲介を經たる）』などの造 

語カ、出る〇

2 ,（ĉ）・,,Pei*  si （mem : 「（他の 

力，助けを借りたのでなく）自ら,ひと 

りで、 に）』。

Volapŭk ne estis venkita de Espe
ranto, sed ĝi pereis per si mem. ヴ

オラピュック語はエスベラントに扌『ち 

負かされたのではなく,自滅したので 

ある〇

Komprenebla per si mem = mem
kompre neDla, memklara 自明の〇

La kutimoj en lingvo formiĝas per 
si mem, per longjara uzado. 言話に

於ける習慣は長い使用によりひとリで 

に出來てくるもの。

La bela monto Huĵi prezentas per 
si la spiriton de la Japanoj・ 美しい

富士山はそれ自身日木精神を表現する 

ものだ。

Li faris siajn aferoj n ĉiam mem, 
per sia persono （= persone）, 彼は自

分の仕事は自ら自分で親しくやってめ 

た。

〔・比較J Tiam sin aperigis ja mastro 
en propra persono. その時出て來た

のはほかならぬ主人その人。

第25回大會Protokolo訂正 

大兪Protokolo僉計報吿屮に誤謬 
および脫落があ!）ましたから訂正し 
ます。

1・「支出ノ部」のうち「振替貯金「】座設 
置料 10 00 Iを削る。從って支出計 
57757,差引殘金!2873
2.殘金128.73を下記のとほリ處分。
30C0み・间大會へ寄附98.73次の束京 
大會の準備血CT匕K保管）。

これを以て本組織委員會を幣散し,萬ー 

殘務ある場合はTEKにて處理する。

第25囘日本Esp.大倉組織委員會
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ムソリイ・二政府 

エスペラント放送陣强化
..•••'・二…，" 1 . も、

イタリイ政府では,かねてから,

・のためのエスペラントによるラヂオ放送:を每 

週行ってゐた力;,昨年12月から，中波(ロ 

ナマ !I: 245m)と短波(2R0: 31.13m)の 

二通り放送することになった。放送時間は,’ 

每土曜グリエチ時間18時10分から16分間 

である〇 ^

チェコ體育祭案內

チェコスロゾキア腔育敎存SOKOしでは， 

今年7乃首府ブラアハで第十囘SOKOLオリ 

ンビック大會を開くことになってゐるが,そ 

の祝典に關する寫眞人リエスペラント文案內

さらに，おなじ12月からは，從來の観光 

放送の他に，政治的宜傳放送も行はれること 

になった。これは，ロオマI (4208m)およ 

び2RO (31.13m)から，每週月,木兩日，グ 

リニチ時間21時から行はれ,イタリイおよび 

ヨオロッパにおける主要な政治事件について 

放送される。

肥を出した。入用者は,Ĉeĥoslovaka Esper 

antista Informejo, Praha XIX, Uralsk6 

ちてに申込めば,無料で送ってくれる。

なほ,この際,チェコ阈のエス文案内書 

c<Ĉeĥoslovakionし 上記へ同時に中込めば 

無料で送ってくれるはずでちる。

☆12 •15 ☆ 
各地ザメンホフ祭の集り

東寿☆東京エス
ネがペラントク

ルーボ主催一12 nis

日水曜日19時より，日

本工人ペラント學會講堂に於いて，本年最終 

の行爭护メン承フ祭が持たれた。

今年は,特に學會階上で他された結果とし 

て來會者56名といふ稀に聞く淋しい記錄を 

殘さねばならぬこととなった。:

(司令——酒井鼎氏) h
開白の辭——靑木跌适氏

講演:Pri D-ro Zamenhof---小坂狷二氏

同上:Pri la Ideo de D-ro Zamenhof----

伊嚴巳酉三氏 •ヽ. :

來賞挨拶——鈴木正夫 

氏 ,

新同志挨拶——荒井榮 

・太郎氏，福島四郎氏

石川竹馬氏,米田由紀孃,放西保三氏, 

高木秀太郎氏 ゝ

餘興:合唱一有志(指时安井義雄氏 

閉會の辭ーー萬澤まき氏

.壯重なエスペーロの合唱が終ると,靑木氏 

の開會の辭が始まる。そして終ると,

Majstroのやうなエスベラントが聞こへて 

來る。小坂氏の演說だ。胸に大きな綠の星を 

輝やかして。國際語の創作に於いて,エスベ 

ラントが勝利を得た莒語技術上の優秀さを，
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t 阪神 前列中央背ES月本喜多治氏，そ 

の左川崎逬一氏，橋田慶三氏,宮本新治 

氏,最左端兒蔑壯一氏,月本氏の背後城 

戶幅益敏氏,その左,眼鏡伊ST好・市氏, 

一・人おいて前田健一氏,後列城戶崎氏 

の後桑原利秀氏,前列右端城戶崎夫人 

e 靜岡 前列右から三人目高橋邦久郎氏 

I 宮崎 後列中央杉HIjEU氏,その左山 

下イリオ氏,杉山氏の右巢山毅氏,屮 

川勝八氏

-東京熬板の前に立つ人小坂術二氏

兵攪的に論證される。

仝J若々しくて,生き生きとした……〇 

如何して斯んなに大きな感激が,エスペラン 

卜に對して右てるのだらう。今の若いgene

racio は,皆んな判ってゐて吳れるだらうか 

……判ってゐるとも。だから，吾々はエスベ 

ランティストとして,斯くも熱心なんだ。

といふザメンホフ のinterna ideo 卽 ち 

homaranismo を信ずる人々と,homaranismo 
を宣傅する爲めにエスペラントを用ふる， 

恰も,或る商人逹がエスペラントでnegoci 

するのと同じなのだといふ人々と, と伊 

藤氏は,いつもの静かな調子で話してをられ 

る。伊藤氏の考證上研究は廣い。

Krakowの庚國大會の醫分科會で,S-ro 

Adamo Zamenhof や F-ino Sofio Zamenhof 
等と親しく話を交はされた鈴木博士の思ひ出 

話は,素晴しく interesaだ。來年のザ祭に 

は,この時撮った16ミリをまた御覽にいれ 

ませうと約束される。

それから,今年の,輝やく新人逹の挨拶。と 

の秋始められた人達だから,そんなにワル逹
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★
加・＞皿、

秋田後列右から 

二人目中山勝三氏

t 靑森後列中央,小さい★の下 

子供を抱いてゐるのが葯西藏太氏

名古屋 前列右から金子美雉氏,竹中治助氏，矢崎富美 

人氏，その後和服白木欽松氏，その左由比忠之進氏!

小樽 中列左から福田仁一氏, 

岡哺•靈夢氏,後列左から江口 

音吉氏,藤川哲祓氏,前列詰襟 

X 坂下淸一氏，その左丸山氏

者な人は居ないが賴もしい良さを持ったいゝ 

人達許りだ。

餘興は,安井氏の指揮で皆んなで合唱。ザ 

メンホフ祭にふさわしい “Gloron al nia 

Zamenhof "をハイドンの曲で，繰り返へし 

歌って,そして21時會を了へた。（K・S・） 

宀妳令 ☆宇都宮エス粛 —Zamenhofa 
子创、コ Festoは12 n18日午後7時半 

より富永邸に開催,富永,黑崎,田野邊,榊原 

の諸氏だ伊藤孃の5名が會合,深更まで賑か 

に樂んだ。何時もの同じ顛觸だけで第2線の 

勇士が1人も顏を見せないのは淋しい限りで 

ある。然し この Zamenhofa Festo に は 

Jakob Rosenberg の Societa ludaro の 6 

u Kion faras via amiko ? n を改譯して,ジ 

ヤンケンによって決められた unua deman

danto がーの楡快な. temoに就て，

Kion vi plej ŝatas en la mondo ?

Kion vi nun manĝas ?

Kion vi volas aĉeti ?

等の質問を呈し,これを任意の人にdemandi 

する〇 demanditoはunuからdekを數へ杰

C87) 41
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までに respondiする〇-------- respondiするこ

とが出來なければ,demandantoは，一つの 

demandoが主わりきらない內にし新しい 

demandoを以て切りかへることが出來る〇 

--- -respondoを受ければdemandantoは更 

K Kialを以て同じrespondantoに問ひカ、 

ける〇 respondoが滿足すべきものでない場 

合上記同樣のreguloによってdemandoが 

rondiri する 〇

この方法で一噪をなかなか華かにやっての 

けた。この方法によるEsp.會話は我々田舍 

者¢9Esp-istoにも假令間逹った話法語法であ 

るにもせよ相當シャペルことの快味と勇氣と 

を與へて吳れるものであることがわかったの 

で新够を迎へたら引き績きこの方法を採用し 

て會合の郁度少くも30分乃至1時間會話を 

しゃうといふ計畫を立てた。その他はまだ具 

體的計畫になってゐない。

M 套☆舉會仙・支SB——ザメンホフ祭 

仙量は14 B19時から,東一番丁森 

永において長老黒澤氏,菊澤氏以下16名出 

席して開傲。病氣やその他で暂らく見えなか 

った顏觸れも見え,黑澤氏の仙臺における初 

期の運動の愎故談，故萱場氏や土井氏の思ひ 

出尊に賑ひ，豫期以上の盛會であった。席上 

報國同盟の運動を積極的に支持せよといふ提 

議が長老ニ氏上りなされ,滿場の赞成を得, 

直ちに寄附を募ったところ3圆餘集まり, 

禹歳の聲にわきかへるekstera mondoの南 

於:陷落祝賀行列に呼應するものがあった。

.*  （营原）

壬 蠢 ☆青森エス會——新聞の戟道,會 

円 林 場に立看板だけの行屆かぬ宣您そ

れに吹雪と惡路だったにも拘らず定刻午後? 

時には新築の商工會議所階上廣間の準備した 

席も滿□，久保木博士,水野女史を始め五聯隊 

より佐々木滋氏七戶肝の舊同志市渡氏銀厅支 

店長富樫氏等も參禽され出席50餘若に達し 

た。婦人ロンド主催,秋元姉司會のもとに豫 

定の下記ブロにより,僉場は良し,婦人ロンド 

の行屆いたbonaranĝoと出演者各々の熱意 

とにより終始無駄なく進行され,來賓として 

の久保博士『世界文化とエスベラント』感想 

が神氏によって卽席エス譯された頃は全員緊 

張の桓に逹し，婦人ロンドの歌，Kara Ken- 

tackyland\ Rozeto en Herbejo より男女一 

同のAl la Fratojに更らに雰圍氣が慰和さ 

れ，『父歸る』に至ってはエス語會話劇刀域を 

超え全く Dram〇そのものの熱意に皆魅せら 

れて了った。逢定よリ30分延長して10時 

半に閉會せるも,そのま'去り難く陳列の圖 

書資料見るやら,感激のあまり唯みなエスペ 

ラントを賞め讃へるのみ........この感激に充ち

た雰圍氣に誰もが吹雪の""に家路を辿りなが 

らもっと勉强仕樣そして自分もエスベラント 

の爲めに起たねばならないと決心Lたことで 

あらう。旣に翌I」熱意あるエス勉强を新に申 

込める者男6名，女「名あった。靑森エス會 

は必ずや將來に向って延びて行くべくエスペ 

ラント地方文化運動の一役割を背負って行く 

ことであらう。

ザメンホフ祭プログラーモ——開伶（エス 

ペーロ）1•挨拶て「エス語」開會り挨拶を兼 

ねザメンホフに就いて）內山玉江一譯葛西 

藤三郎。2.詩期讀（神氏作“Vintro）鈴木 

セイ子。3.「モノ ローゴ」齋藤太治男。4.譯

.......................................................川”nu.仙“加加加刖刖刖汕仙御叩刖g阿加叶刖汕刖刖期刖刖刖汕仙筛创肋汕御レ测

SUR LA ĴURNALISMO 
・・・■■■■・新!・雜誌A xスペラント ・■■■■1

河北新報124----第25囘日本エスペラ

ント大會から歸って——X0生』記食大會に 

出席しての感想。

大阪朝日!2!ーー『天聲人語』欄にエスペ 

ラントに觸れてある。本誌卷頭音中に轉載。

北海タイムス!2.8——『"未見の友よ知 

れ''エス語に托す正義□本の姿・若き國民 

外交官活瑤』札幌放送局木村喜任治氏その他 

札鐵エス會の人々の事變に關する通信活動を 

報道。

大新京日報!2.13——『ブルガリアめ新し 

い村』の中に,この農場の人々が全部'エスペ 

ランチストであることを紹介。C中村員重氏）

河北新報!2.14—ラヂオ稠に,•『エスベ 

ラントとザメンホフ感士.营原慶一さんの講 

演』を，营原氏の肖像入りで大きく揭載。

東奧日報1214----『ザメンホフ祭』豫報。

☆12.16『ザメンホフ祭』畀7『ザメンホ 
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讀（有為:「宣言」一怖）內山君江。5.來賓 

挨拶。6.歌。7.會話劇Ĉ菊池寬「父歸る」）北 

川ハ威子，秋兀なる干,大山竹次郞，橫岡倍 

嫌,齋藤淸美。&講演〔エス語の本質）神潔。 

9「本え祭]葛西藤太。閉會（タギージョ）。 

☆弘前エス會ーー平山氏が遠くへ榮轉された 

後兎角淋しく,12月16门ザメンホフ祭は箋 

降るタ僅か5人の同志に依って祝はれた。小 

松＜兩）,木村,山本,柳田。然ししんみりと 

しめやかなうちにも尙わが愛する言語への熱  

去らざるものがあった。

若レ m ☆秋田エスŜTーー16（!午後6時共 
桃 m 榮堂樓上でザ祭開催,今春,某氏檢 

擧云々の記净が東都の新聞に現はれて以來何 

とはなしに初等連中が姿を現さぬ様になっ 

たので,參加者は和變らず少數なりしも,折柄 

の雨混りの雪の荒天をおかして定連參集，ザ 

メンホフ先生を偲ぶに充分であった，定刻工 

スペーロ合唱,會務報告に續いて各自の感想 

發表後食卓を園んで夕飯，茶菜を喫しながら 

今後の方針について討議,意見tih!〇新卷よ 

V和當期間從來の粉讀會に並疔して後進者の 
ための初等物と會話練習會を持つことに決 

定,記念撮影後散會したのは午後1〇時半, 

先幼までの雨は止んで此の會を祝福するかの 

樣に夜空に星が瞬いてゐた。參加者,稻葉, 

小松,佐々木,安山,吉田,中田（孃I中出。

（中 HI）；
! 箱☆小梅エス協會☆小樽僻敎エス會 

八博共同主催のザ祭は,13H午後7時 

より，喫茶店オリンピックにて開かれ，會す 

る者14名。同志丸山氏の世界就告會議口本 

代表として，先般渡佛された歐洲旅行談を聞 ・ 

き,タギーチョを唱へて10時半閉會■〇

（坂下淸一う 

峠 戸円 ☆學鹽靜岡支部一12J315R夜市 

円片 闽 役所地下室食堂でザメン汰フ祭開 

ffli, （U席者は高橋邦太郎老，近藤金之助老等 

の70有餘歲のmaljunaj esp-istojを始め21 

名，tabloparoladojに賑はった〇席上离橋邦 

太郞氏の發議でエスペラント報國同盟の寄附 

を募集4 [ffi 85錢集り翌日古澤氏宛て送金し

仝.1.民 0名古屋エスペラント會---------N •
扫门屋E・Sのザメンホフ祭は竹中治助氏 

の送別壯厅會,矢崎富美人氏の博士號獲得の 

祝賀命を狼ねて15日午後7時半より廣小路 

本町プレイガイドにて開催。金子氏の開僉の 

辭の後,espero合唱,金子,口木,內路 由 

比，林,淺野，山中の諸氏の挨拶,竹中,矢崎 

兩氏の答辭あり,内藤氏は正客兩氏に夫々借 

意の詩の需軸を贈呈して喝采を博した。常夜 

は盲人の同志片岡氏も當地來住後始めてHI 

席,和氣旅々の中にtagiĝo合唱後午叮10時 

半散會した。出席者24名。

尙苗夜來年度運動の積極化を一・決,金子， 

高松,旧中,村上，眞山,由比の六氏が灸員 

に選任された〇 （金子）

鬲 〒山☆大阪エス會☆神戸エス會——12 
収 川I月15日大阪心诸橋筋明治製菓3 

階食堂にて19時開會。n Tagiĝo nの合唱に 

開會の幕は開かれS-ro Matuda名司會のも 

とに次のブログラモ通りテキハキと遅ばれ 

た。殊に S-ro Tukimoto （el Kobe）の | 思 

ひ出話丄S-ro Sugiuraの「エスペラントで 

金をモーケル話」,さてはS-roj Kojimai

BiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiii!11111111111111111111111111111111111111111111Hiitiiiiiiim.

フ祭咋夜盛況』報道。C靑森エス會）

中外日報 1217-19 ——『ザメンホフ祭を 

迎へて---------リプロ •フェスI----- 柴山慶よく」

中,下）エスペラント文献を中心としての闊 

筆的讀み物。（名古屋M氏）

大阪毎日12.18——三段拔き初號見出で 

『エスペラント報國同盟・ー菽の會員が組縑 

し・國際語を通じ口本文化を宜揚i報國同盟 

の創立と,その豫定事業の輪廓について紹介。 

（同樣の記事が,同Hころ『東京H日』の一部 

地方版に出たとのことであるが，切拔なき故 

お持合せの方は御惠送あれ）。

雜 誌 の 部

敎育と紙芝居口月號にある『引續く四つ 

の計畫Jのうちに「エスペラント毫詞付の紙 

芝居』おり,エス語で紙芝居の海外進出をめ 

ざしてゐるとある。 .•，，

文藝にしM誌紹介「文藝」一川號には， 

^«Literatura monde»と，それのひとびとー 

一三宅史平』がある〇ユスペラントの文學雜誌 

«Literatura mondo»の輪廓,および,それに 

關係あるBaghy, Kalocsayなどについて二頁〇

C89) 4J



Februaro LA REVUO ORIENTA 1938

Yamamoto 共演の"Stranga malsanulo "に 

到っては名優ハダシの熱演プリ等々,皆何れ 

も深い印叙を參加者に與へ,時間さえ許せば, 

まだまだ續けられるものを!とめ感を抱かし 

めた 〇 参加者 39 名（5 Fraillinoj i ・1 Gesi- 

joroj k. ceteraj S-roj k. Fraŭloj）.尙參加者 

4こはS・ro Kojimaの肝入りでドイツ•デキ 

cの Sigelmarko を はった Programo と ザメ 

ンホフQ肖像寫眞をもれなく配った。

PROGEAMO

Prez. S-ro Klatuda 
Ĥoro "Tagi童〇” （tuta poemo）ヽ

Saluto malferma............. Prezidanto

Komuna vespermanĝo kun aŭskultado de 

la diskoj esperantaj.

Legado..................... S-ro Nukina

Saluto de la lokaj grupoj k. gastoj

A. S-ro Sakauti i^Kobe E・ S・）

B. S-ro Kidosaki （Osaka E. A.）

C. Aliaj k. gastoj
Ĥoro " Al la Fatoj " kun akompano de 

la disko.

Fotografado pormemora.

Amuzaĵo

Komedio u Stranga malsanulo n 

Doktoro----S-ro Kojima

Kamparano----S-ro Yamato

Liberaj paroloj por kunvenantoj ヽ

Iloro " Espero

Saluto ferma................. S-ro Kim

----（Fino）----  .

凶みに本年は京都K.E. L.の不參加によリ 

昨年亿如く京阪神合同ザ祭とならなかった事 

はかえすがえすも殘念であった〇 Ĉヒワ） 

う亍也片☆學国宮崎支部ーー銀會宮I舒支部 

呂"叮主他のザメン汰フ祭は15 n午後 

7時牛から市內郡司邸にて開催,來會者20餘 

名，エスペロー合唱,杉山氏q開命の辭に始 

リ總會に入る〇役員選擧にて評議員に日野, 

杉田（正）,中川,大坪,幹事に巢山,山下,崎

・個•人■消•息
◊高木貞一氏奉天へ 電氣エス會の活動の中 

心者であった高木氏は,滿洲通倍機股份有 

限公司（奉灭西區北二路9）へ擲劫。

◊竹中治助氏天津へ 名古屋エス徐のため多 

村,•占HI,杉OK笑〕氏巫任,提案としてBul

teno を季刊發行すること等を議決した。次 

いでザ祭に移り己心太氏がザメンホフ年表を 

中心にザメンホフ小傳を述べ,瑛九氏のザメ 

ンホフ小觀があって各白の自己紹介，終って 

一同紀念撮影をなし餘興に入る。個人のカク 

シゲイの後杉m兄弟上りなるベルダ座の新劇 

「新しき川發」はエスペランチストの家庭を如 

實に演出して大喝采。巢山氏の閉會の辭，夕 

ギ-ジョ合唱の後1〇時半解散。 （杉田・）

久留米
☆久 米エス會——軍都久留米の

z祭は久しく休命であった集台に

全員が集ひ,中山會艮の祝詞にはじまり祝電 

披露あり後スキヤキオのエスペラント談笑裡 

に明治通り梅尾食堂の夜は耀いた。く山市） 

■k 沛 ☆大連エス禽ーー12 H15日午後 

人 皿 7時，滿鐵就員但樂部にて開催。 

參加15名,プロ下の如し。

君が代エスペー口合唱

開會の辭 山E孝三

ザ博士略傳

自已紹介及挨拶

Al la fratoj新曲發表

ヴァヨリン扌蜀奏（ベートヴェン第八〕金 聖樂

Oslo kiel vintrosporta centro 石崎分ー

S-ro Ossaka k Jokosuka E-istoj 屮溝新一 

Al la fratoj獨唱 金 聖樂

エスペラントの思ひ出 宗禹杳 

今年は特に有望の音樂家金聖樂氏の特別参加 

の他,吉村千代子氏及同父君，大神氏,西原氏, 

増永氏，宗夫人等の出席を得て人盛況を呈し 

午後1〇時閉會。C石崎分一）

举 p宅 ☆學會帶廣支部一!2月12日午 

W 風後5時から第5囘ザメンホフ祭を 

市內千秋奄三階にて開催，出席者男12比, 

女4名計16名を算す。先づ原川三馬氏の挨 

拶についで長谷川守氏,佐蕊松男氏の話の後 

出席者屯・各日刊新聞記者文藝家等上りエス 

語に對する意見質問あリ，原皿氏應答に努め 

大いに啓蒙し午後9時沼田若藏氏乙閉會の辭 

に依り盛會裡に幕を閉ぢた。

年奮闘れた同市屈圾屋の竹中氏は，天津在 

勤を命じられ12月18日IU發。

<3木部信佳氏學位瘦得 千葉エス會の木部氏 

は12月醫學博士の學位を獲られた。

下記の諸氏は,12月上京學會を訪問された。 

山梨淸水博愛氏，•奉天菅原進氏

44 (90)
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十 丽 ☆大阪エス會——12月1U19時 

人阪から北濱1丁目野村ビル5階如水 

會食堂にてKomuna Vespermanĝo開催。參 

加者19名。本月晴れある入營の爲朝鲜龍山 

へ出發せられるS-ro Sekija-M送別會を兼ね 

冇う。S-ro Ŝindo司會のもとに愉快にparoloj 
は績けられ,去る口月の東京大會出席者の 

大會參加感想,その他盛澤山の土産話に聞き  

いる。時間の椰合上?aroladoを打切り.最後 

にDiskoの伴奏で一同“Al la fratoj"を 

齊唱して散會した。キ5 口南海高野沿線の狹 

山池ハイキング•コースのPikniko.總勢15 

名,内4名はFratinojであった〇恒例により 

山上にて畫を後記念撮影oS-roŜindo ¢0Bona 

gvidadoのもとにEsp. kantojを合唱〇 

☆O.E.S•豫吿ーー每週火曜日例會開催。當 

分の內會場はTrapezo （心齋橋筋平野町南入 

西側角から3軒目の malmoderna teejo）に 

て輪讀硏究。Teksto : Privat-IIistorio de la 

Lingvo Esperanto.第3火!®日は會話練習。 

初辭者も參加湫迎。 （ヒワ）

主 ヾ靑森エス會一◊來往一口

円秣17 H山下正義氏鄕里靜岡縣稻生 

澤へ歸らる。11.20日尉西氏柬京大會へ。12. 

6日葛西（弟）弘前エス會へ。12.12 11七戶町 

市渡氏病癒えて來訪。◊會合—U-12「I於 

務西（弟〉宅Z.祭を適切に對外宣幅に努める 

計畫相談。11.25 0於熔藤宅同氏飜譯試作「蜘 

蛛の糸」批判會。11.26日於菇西宅東京大會 

を聞く會。11・26日葛西（弟）氏榮作堂に開か 

れた婦人公論讀者グル-プの集りに招かれて 

「エスペラントと女性」に就いて講演，古い同 

志淡谷夫妻及佐々木滋氏も川席され,主催者 

フK野女史もエス語を學び始めた。12. 5 f!乙 

祭打合。◊研究會——齋腔氏中心のTra 

Sovaĝa Kamĉatko修了も近く,大山氏の提 

唱にて各自宅訪問持廻硏究會は更らにテクス 

トを選んで新年度上り毎週一囘と決定。婦人 

ロンド秋元，北川『北歐篇』，內山（姉妹M宣 

言』,鈴木『ディッケンズ:エス樣の生涯』諸 

氏は熱心にテクスト硏究するかたわら積極的 

に女性への普及に努め各白指探に勉めっゝあ 

9 〇縣社會課に於ける初等講習は12月上旬修 

了,新年よりエス會にて中等科へ。

神 戶
☆板宿エス盒——熱烈なる硏究心 

と全會員一致の努力により，日を

逐って發展の一路を進む板宿エス會。

昭和12年10月19日開かれた神戶エスペ 

ラント協會並に板宿エス會共同主催になる初 

等講笹は去る12 ）j18日を以て無霽終了した。

本講習は我がエス會最初の試みなる，脇W 
はるゑ孃指導のパロラメトードで,その滲加 

者10名途中落伍する者一人もなく，全く豫 

期以上の好成績を收め得た。

18ロ夜は同講習終了紀念撮影をなし茶話會 

に移る。丿1本神戶エス協會艮永井板宿エス會 

長の挨拶あり,講習生感謝の辭。講師脇田孃 

に記念品贈呈尊和無缓々裏に11時閉會す。

尙昭和13年1JJ 8 0上り更に新らしき 

意氣を以て屮等講習に臨まんとする。

前列中央脇山はるゑ罐,後列向って右端 

対本神戶エス協會長，同左端永井板宿工 

ス會長

二. ☆婦南エス髭——1月27日富山縣 

怕 ,11婦負郡八尾町附近の同志相集り姑 

南エスペラント伶を创立,エス語の硏究と宜 

傅に協心努力する事になった。F!下會員7名 

每週土曜日19時より杉原村岩杉氏宅にて讯 

究會を開催,常任幹那岩杉正一氏。
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1-------------本鄕だより

1H號については,多くの 

方から,いろいろ，深切な御 

批評や御希望をいただきまし 

た〇だいたい編輯者の力針に 

對する御赞成で,御希望も,そ 

の方針の線に沿ひ，これを發 

昶させたものでちりました。 

多くの方の御希望を,できる 

だけ.實現してゆきたいとお 

もひます。・

いけないとお氣づきのこと 

は,どうか御遠慮なく,具體 

的にお示しください。ただ, 

どんな立派な御意見でも，き 

はめて小部分のひとびとの滿 

足のために大部分のかたがた 

の利益を犧牲にするやうなこ 

とは，ベイヂ數のすくない雜 

誌としては御希望に副ひ得な 

いことをお含みおきねがひま 

す。

!月號と本號と,前後通じ 

て15ペイヂの,伊藤氏の飜 

譯記茅は，これが,わが國の 

運動Fこ與へる示唆はすくなく 

ないとおもひます。

佐々城氏には,かねがね， 

原稿をお願ひしながら,お忙 

しいため,いままで,いただ 

けませんでした〇「動詞Timi 
の研究」は,大會大學に,む 

りに,お願ひした御溝演の内 

容を，さらに發展させた，得 

がたい研究記 

事で,3月號 

までつづく豫 

定です。

1月號の江上氏の科學記事 

は，大變好評を得ました。この 

號にも書いていただきました

かうした通俗科學讀みもの 

は,闿號揭載することにし， 

自然科學だけでなく,人文科 

,學にもおよぼし,それの執筆 

者やtemoの選擇については, 

江上氏が複助をお約束くださ 

いました〇

昨年連載して,非常に評判 

のよかった淺HJ博士の通俗醫 

學讀みものは，今年もひきっ 

づき書いていただくことにな 

りました。

小堀氏の『前置詞略解』は 

堂々第3年に入りました。

池川氏の旅行記，映宙物語 

も,贖考の御期待にひきずら 

れ，今年にもちこしました。

新しく設けた『時事文の研 

究』も多くのかたから上ろこ 

ばれました。今月はペイヂ不 

足のため休みました〇

2月號の特種は，植田氏の 

『9.25爆發赤痢;;と,磯部孃の 

「ボストニコフのことども』。 

植田氏のは,咋年秋犬牟田市 

に突發した大事件にっいて, 

親しくその第一線に立たれた 

醫師のraportoとして,特に

エスペラント書きに意義があ 

ります。 ・-

磯部さんの記第は,わが國 

の初期エスペラント運動史の 

數ペイヂを書きかへる新發 

見。同孃が,アメリカ滞在中 

に,ぜひポストコニフ氏に親 

しく會ふ機會を得て，さらに 

新しい爭實をみやげにして， 

歸られる口を待ちます。

本誌の編髀については,う 

へに述ぺた江上氏の他に,伊 

藤巳西三氏に.投書エス文说 

稿の審査,久保貞次郞氏に，論 

說欄,洒井鼎氏に，戟道記事 

の編瞬，校正などについて御 

援助いただき,そのほか，画 

澤まき于孃，松本健一氏など 

のかたがたからも，いろいみ， 

お力をお貸りすることになり 

ました。

1月號に書いた内地報道•原 

稿募集規定は,なるべくおま 

もりください。規定に反した 

ものは沒書にするなど，嚴し 

くはいたしませんが，百の地 

力會で百人の方が，それぞれ, 

ーの努力をよけいに拂ってく 

だされば,こちらでは,一人 

の人の百の努力が助かるので 

すから。今月もザメンホフ祭 

の記爭わ中に,締切日を遲れ 

てお送りになった力があった 

ので,それをいれるために, 

すでに作ってあった原稿捨 

てなければならなかった£う 

な次第です。 Mijake-Ŝ.

ぶ/市麟山・三的町ニノ m

爲關 エスペラ

应 
掘 行

躱 

人
大 井 學

印 刷 人
竹 田〕 佐藏

ね^市鬓ii!區三綺町ニノ田

印 刷
所 ■ ■ 匡印 刷所

ン ト 彎六年 躍®十三牟一月十日即刚紡本

金怦一ŭnm妙••仝出ĝK 6月分1冏20錢・送料共 
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エスペラント文藝證本
オ 療爭 帕

各ま文みのエスペラント譯から，その衿を集めたもの。巾爭講習會の毅材と 

して，硏究©,輪献臼の資料として，せた割物として好評。いづれキ註およ 

び解ぶ附ゆゑ孤學研究用にも池す。この叢書刀權威に就いては敢て談明「ち 

まで営なく,編篡占の顏製れを示すだけて十分であらう〇各册三玉:判7) JT 

乃至10911, JL紙上等,口斌鲜叽步幀肃画 然礙くべき康價。綾々刊〒

小

坂

狷

二

編

1

ス

ラ

ヴ

辱

扁
 

定
償
二
十
五
〇
・
爰
斜
三
錢 

ツ
ル
ゲ
ネ
フ
「
散
文
詩
」 

ブ
ー
シ
ュ
キ
ン
「
吹
雪
」 

ア
レ
ド
レ
—

エ

フ

「
血
笑
記
」 

そ
の
他
、
ト
ル
ス
ト
イ
、

ゴ
ー
ゴ
ル
、
チ
ェ
ホ 

フ■

シ
ェ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
チ
等■

ス
ラ
ヴ
文
學
の 

精
華
を
あ
つ
め
て
あ
る
。

川

崎

直

一

組

t 
ル 
丁

フ
ラ

ス

メ 
リ 
メ

ュ

コ’
I フ

ル

リ 
ア 
様 
の

術 
飾

レ 

I 
ラ 
ブ 
ル

ラ

ン

ス
の 
名 
篇

の 
珠 
玉

文 
學

フ

ン

こ 
れ

す 
ベ

て
賢/mJ

三

宅

史

平

編

3

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
イ
ア
悲
劇
篇

約
百
航
・
定
價
三
十
錢•

没
料
三
錢

リ
ア
ー
エ

ジ

リ

ア

ス•

シ
—
ザ

上
記
四
篇
の
う
ち
の 

最
も
劇
的
な
場
面
を 

選
び
・
こ
れ
に
各
篇 

の
梗
槪
を
添
へ
、

工

ス
文
の
懇
切
な
註
を
加
へ
て
あ
る
。 

别

に

「
十
四
行
詩
」
二
篇
を
加
へ
る
。

高

木

弘

編

5
 

北 

歐 

篇

定
價
三H

3

 
・
送
料
三
錢

ア
ン
デ
ル
セ
ン
お
話
ニ
篇. 

ア
ア
ル
グ
レ
ン
短H

小
説 

ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
拔
萃 

イ
ブ
セ
ン
戯
IBI
幽
靈
拔
萃

ス
カ
ン
ヂ
ナ
ビ 

ア
半
岛
と
デ
ン 

マ
ル
ク
の
7S
大 

作
家
の
傑
作
集

附

錄

「
ア
ン
デ
ル
セ
ン
と
ザ
メ
ン
ホ
フ
」
は
ザ 

メ
ン
ホ
フ
硏
究
に
一
新
IŬ1
を
拓
く
論
文(

和
文 

二
十.
ヘ
イ
チ)

。

エ
ス
ベ
ラ
ン
チ
ス
ト
必
讀
。

財團法人日本エスペラント學會

束京本鄕元町一•振替束京11325番



Monate eldonata de
Japana Esperanto-Instituto 

Japanujo, TOKIO, Hongo-Motoniaci 
Abonkotizo: 4 jeo.

「
エ
ア
ペ
ラ
ン
ト
」
«

六

甲

廉

二
»

KROrilKO
JAPAMa

V

旣 

刊

七
$

一
片+

二

日MJHn
真
傻
物!

a

可 

e
H
十
三
・ 
■

月

十

日

印

剧

谢

本

第

一

編

神

代

紀

・
神

代

天

皇

紀

第

二

編

綏
靖
天
皇
紀
——

應
神
天
皇
紀

各
定
價
一
圓
二
十
錢
・
送
料
六
錢

M

定

價

二

十

越

野

原

休

ー

譯

一
最
新
刊
」

日
本
書
紀
第
三
編

自
卷
十
一
仁
德
天
皇
紀 

菊
判
紙
装
百
六
十
七
ベ
イ
ヂ 

至
卷
十
八
宣
化
天
皇
紀 

定
價
一
圓-
tt
錢
•

送
料
九
錢

待

望
1)
第
ー
ー
ー
編
は
、
美
し
く
も
床,
し
く
傷
ま
し
い
菟
士
若 

郞
子
の
自
殺
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
偉
大
な
統
治
者
仁
德 

天
皇
の
聖
代
を
述
べ
る
卷
十
一
を
以
て
始
ま
る
。
編
屮
收 

め
る
ご
こ
ろ
、
一
艮
し
て
は
、
內
に
皇
位
繼
承
の
順
位
確
必 

へ
の
惱
み
、
弘
に
離
合;
T;
な

ヨ
韓
絆
營
の
困
難
あ
り
、
挿 

話
芒
し
て
は•

眉
輪
王
の
慘
劇
、
雄
略
天
皇
、こ
葛
城
一
言
主 

命
芒

の
會
遑
、
衣
通
姬
の
悲
劇
等
々
、
美
し
き
、
悲
し2

あ 

ろ
ひ
は
雄
渾
な
詩
情
が
全
編
に
滿
ち
溢
れ
て
ゐ
る
。
 

財
團
法
人
日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
學
會 

東
京
市
本
鄕
區
元
町
一
丁
目
・
振
替
柬
京
ー 

ー
三
二
五
番

=


